地方自治体における防災行政のあり方
及び防災対策の方策に関する調査
報告書
―

その２

川崎市をモデルとして

2009（平成 21）年 3 月

中村八郎＆都市防災研究会

―

はじめに
この調査は、平成 20 年 10 月に日本共産党川崎市議会議員団から中村が調査の依頼を受
けて実施したものである。調査の目的は、「わが国の自治体における防災対策のあり方」
を明らかにする、というものであるが、これの一般的内容については昨年度調査「その１」
で調査を行った。本年度はより具体的なあり方を検討することを目的に、川崎市をモデル
地区として、当市の防災対策について実情、そこでの課題、そして課題を踏まえた今後の
方向性について調査を行った。
いうまでもなく川崎市は、人口約 140 万人、65 万世帯が生活する政令指定都市であり、
わが国有数の工業都市であり、また首都圏における住宅都市でもある。東西に細長い市域
は東京湾に面した埋立て工業地帯から丘陵部における居住を中心とする地域、その間に形
成された商業あるいは住・商・工が混在する地域が広がり、また古くから形成された市街
地がある一方、近年市街化された新たなまちが存在するなど、市域の地域構造は多様であ
る。
防災対策の第一線に位置する自治体は、それぞれ地域に特性があり、防災対策の内容も
異なることから一般論・一括論は適切ではないが、一方において共通の法制度による計画
作成と実施が図られているという状況がある。例えば、被災自治体における被害傾向や防
災対応では同様の課題が指摘されるように、共通点が多々見られることも事実である。こ
うした中で、本市のように地域によって大きく様相を異にする都市では、特に、防災対策
をより総合的に推進することが必要となる。
本調査では、先ず、川崎市における災害危険や防災対策の実情を地域の実態や行政文献
から可能な限り明らかにし、そこでの防災課題を整理すること、そして抽出した課題に対
してどのような方向性をもった対策が必要かを検討し、整理している。ここでは、調査「そ
の１」で提示した自治体防災対策の指針（視点）を基本として整理した。したがって、
「そ
の１」で整理した「自治体における防災対策の今後の方向」の提言を川崎市に当てはめて、
具体化することを試みた。なお、大都市である川崎市の場合、防災対策についても極めて
多岐にわたることから、防災対策の基本である地域社会における「防災まちづくりの推進」
、
大規模災害発生時における自治体の緊急対応、災害復興対策と自治体の事前準備、そして
個別の重要防災対策のあり方、の５つの観点から、重要と思われる防災施策について整理
した。また、第 3 篇「川崎市が直面する防災課題への対応方策」の諸施策については、第
4 編『政策的提言』で、本市において特に重要と考えられる地域社会における連携・協働
の防災まちづくりの展開として、統合的に位置付けて、まとめたつもりである。
なお、本調査は中村の責任において実施、まとめたものであるが、全体を通じて私的研究
会である「都市防災研究会」が現地調査、資料の収集、検討会などを重ね、執筆を分担し
て整理を行った。本報告書が自治体防災対策の一助となれば幸いである。
2009 年 3 月 31 日
中村 八郎
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第０編．調査の目的と位置づけ
０－１．調査の目的等
（１）調査の目的
本調査は、昨年度行った「地方自治体における防災行政のあり方及び防災対策の方策の
関する調査（その１）」を基礎として、神奈川県川崎市をモデルとして、防災対策の方向
性を具体的に調査・検討することを目的として行ったものである。そうした自治体防災対
策の普遍的あり方（その１）から、具体の川崎市における方向性という点で一連の調査で
あり、20 年度調査を「その２」としている。
本調査では、川崎市をモデル都市として現状の防災対策の把握、防災上の重要課題の整
理及びこれらに関する対策の方向性の提示、そして地域社会における防災力向上に関する
総合的・具体的な方策（対策）の検討を行うことにより、川崎市という大都市（直下型地
震その他の地震発生が想定されている）が抱えるさまざまな防災課題について、如何なる
方向性をもって対策を講じていくことが地域社会あるいは市民にとって被害の軽減を図る
上で効果的かを具体的に検討することを目的として調査を進めた。
したがって、本調査の結果は川崎市においてはいうまでもなく、同様の防災課題を持つ
自治体においても参考になるものと考える。

（２）調査の全体構成
上記のように、本調査は平成 19 年度、20 年度の 2 ヵ年にわたる調査であり、初年度
は自治体防災の基礎となる防災課題の整理、現状における防災対策の（水準の）把握、
そして自治体防災対策のあり方（方向性）について調査し、整理・提案を行った。20 年
度は、前年度調査の結果を踏まえ、川崎市における防災対策の現状把握、防災対策上の
重要課題の明確化及びこれらに関する対策の方向性の提示、そして、特に重要と考えら
れる地域社会における防災力向上に関する総合的・具体的な方策の提言している。
なお、
「川崎市における防災対策の現状把握」に関しては、それぞれ前提となる根拠（法
制度、国の指針、被害想定結果や市民意向などの市の現況など）があり、これらを無視
しての「現状把握」は防災課題を抽出する上で適切性に支障があるので、まず「防災対
策の根拠に係る現状」を調査した。
なお、調査の全体構成は表―「平成 20 年度調査の全体構成」の通りである。

（３）調査の方法
調査方法は、政府機関による各種の防災関係の資料、川崎市が公表している文書及び
ホームページ等による関係資料などの調査などを通じ、できるだけ客観的な視点から市
の防災対策等に関する実情及び防災課題の抽出を行い、整理した。加えてこれらを補い、
検証する目的から、数度の及ぶ川崎市内の視察を通じて実状把握を行った。現地視察と
しては、海上からの京浜港湾地域、東扇島など臨海工業地区、川崎区内の木造密集市街
地（小田地区）、川崎駅周辺開発地区、急傾斜地における宅地造成地区などを調査した。
なお、本調査においては、中村が私的な研究会として昨年度設けた「都市防災研究会」
を通じて、定期的に調査並びに検討を行い、全体をまとめた。

1

別表―「平成 20 年度調査の全体構成」
一次調査（H19 年度）

全国的・全体的な地
震災害の教訓・課題
の整理
（阪神震災以降）

国及び自治体の防
災政策・対策の現状
（自治体調査、視
察）

自治体の防災対策
の今後の方向
（基本的な方向）
・対策理念
・実施主体
・被災特性

二次調査（H20 年度）
Ⅰ．防災対策の根拠（前提）に係る現状
＜川崎市の課題＞
（１）市地震被害想定
（２）市ハザードマップ
（３）石油コンビナートアセスメント（県）
（４）国（中央防災会議）の方針
（５）市民意向調査
（６）その他（市文献等）

Ⅱ．市の対策に係る実態調査
＜川崎市の現状対策＞
（１）川崎市地域防災計画の内容調査
（区防災計画を含む）
（２）国（中央防災会議）の方針に基づく計画
（３）防災対策に係る制度・しくみ
・実施計画等の調査（市既存）

Ⅲ．方針と対策の検討
（１）基本方針
・一次調査事項について施策方針等を整理する
（２）直面する防災課題への対応方策
（３）先進事例
・各事項について事例の紹介（文献、視察）

Ⅳ．政策的な提言
＜被害の軽減と防災協働社会の形成＞
（１）住宅耐震補強の促進対策
（２）大量危険物取扱い地区対策
（３）コミュニティ防災まちづくり推進
「政策的な提言」
：防災目標と推進・
実施方法を示した総合的な施策の整理

2

０－２．調査の内容について
本調査は、以下の内容をもって第Ⅰ編、第Ⅱ編、第Ⅲ編、第Ⅳ編をそれぞれ整理した。
Ⅰ編．川崎市における防災対策の根拠に係る現状
市が防災対策（特に地震防災対策）を講じる上で、前提となる諸要件や条件がさまざ
まある中で、明確にしておく必要がある最小限の事項として、①市および県による地震
被害想定結果、②市及び県等による各種ハザードマップ、③石油コンビナート地区にお
ける被害想定、④国の（首都直下型地震に対応した）地震防災戦略等、⑤市による市民
の防災意向調査結果、⑤その他、などについて整理を行った。
これらはいずれも川崎市が防災対策を計画し、講じていく上で踏まえるべき基礎的要
件であり、川崎市の防災対策の現状を理解する上で、あるいは課題の所在や原因を見て
いく上で明確にしておくことが欠かせない事項である。特に、今後の対策について方向
性を検討するためには極めて重要な要件であることから、整理を行った。
Ⅱ編．川崎市における防災対策の現状に関する調査について
市の防災対策に関する計画、施策、制度、事業などのうち、主要な対策事項について
現状を調査し、可能な限りそれらの実行性・実績・進捗状況などの把握を行った上で、
現状における防災課題の抽出を行った。ここで取り上げた主要な対策事項は、以下の項
目であり、これらについて第Ⅲ編で今後に向けての方向性を提示することとした。また、
ここでの整理は、

（１）目的と内容、（２）実施・実行状況、（３）課題という事項に

ついて明らかにした。
なお、ここで扱った対策事項は以下の通りである。
①川崎市地域防災計画（内容、被害想定、ハザードマップ）
、②国の防災戦略に基づく川
崎市の耐震化計画、③川崎市における地震防災施設の整備状況、④木造密集市街地への
対策、⑤傾斜地の住宅市街地における防災対策（急傾斜地崩壊危険箇所、大規模盛土造
成地）、⑥石油コンビナート地区における防災対策、⑦都市開発と新たな防災課題（中高
層集合住宅の防災対策、鉄道結節駅周辺地区の防災対策）
、⑧防災対策に係る制度・仕組
み・マニュアル等の状況、の８項目とした。
また、課題の整理については、第Ⅱ編の最後にⅡ－９としてまとめた。
Ⅲ編．川崎市における防災対策の方針の検討について
前章で整理した市防災対策の現状（課題）を踏まえ、調査その１（１９年度）で整理
した「自治体の防災対策の方向性」の観点から、市の防災対策の方向性について検討し、
整理した。
「基本的な方針」に関しては特に重要と思われるので、Ⅲ－１として要約して
再掲をした。その上でⅢ－２「川崎市が直面する防災課題への対応方策」として 14 項目
を選定し、対策の方向性について検討・整理を行った。いうまでもなく、これによって
防災対策の全体をカバーしているということではないが、本市における重要対策事項に
ついてはほぼ含んでいると考えている。
なお、Ⅲ－３「自治体防災対策の先進事例」として、Ⅲ－２で方向性を提示した 14 項
目に関連する先駆的、先進的な全国の取り組み事例を選出し、これらの概要を整理した。
ただし、ここに掲載した事例は研究会としては評価の大小が分かれるものもあり、また
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常に変動していることを付け加えておきたい。また、事例の概要は紙数の関係からごく
簡略にしたので、これにより全容を把握することは難しいと思われるが、事例情報とし
て活用していただきたい。
Ⅳ編．政策的な提言について
特に重要と考えられる防災対策（施策）について基本的な考え方を示すと共に、防災
（減災）目標とその推進・方法について整理し、総合的な施策として提言した。
基本的な考え方としては、先ず理念を明確にした上で、本市の地域社会において「市
民の生命、身体及び財産を災害から保護する」ために地域社会の防災まちづくり＝コミ
ュニティ防災まちづくりの推進を通じて、災害による被害の縮小・解消に近づけて行く
地域づくり施策について提言を行っている。個々の対策については、既に第Ⅲ編の中で
個々に方向性として提示してきたが、ここではこれらを全市的に展開させる施策として
整理し、提示を行った。
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０－３．調査結果の概要について
本調査の主目的は「川崎市における防災対策の方針の検討」であることから、本稿で
は、第Ⅲ編で取り上げた主要な防災対策事項及びⅣ編の政策的提言について、その概要
を記す。
Ⅲ編―１．基本的な方針の概要
防災対策の方針を検討するに当たり、基本となる方向性を明確にする必要があること
から、先ず、「基本的な方針」を整理している。「基本的な方針」については、本調査の
「その１」で提示していることから、これを要約し掲載した。その意味で本項は再掲の
形をとっている。
内容としては、１ 防災対策の基本的な考え方、２地域社会（コミュニティ）における
「防災まちづくり」の推進、３大規模災害発生時における自治体の緊急対応、４災害復
興対策と自治体の事前準備（災害復興の要点）
、の４点について整理している。
１ 防災対策の基本的な考え方については、自治体の防災計画と基本的な課題、防災対
策における総合的な施策の展開、地域社会における社会関係資本（ソーシャル・キャピ
タル）の形成に関して整理している。
２地域社会（コミュニティ）における「防災まちづくり」の推進については、安全・
安心の地域づくり、防災まちづくりの日常的な推進、防災まちづくりと自治体の役割、
について整理している。
３大規模災害発生時における自治体の緊急対応については、発災時の応急対策と自治
体対応の特性について、発災直後の緊急事態向け危機管理体制の整備について、危機管
理体制の整備と方法について整理した。
そして、４災害復興対策と自治体の事前準備（災害復興の要点）については、災害復
興の基本事項、災害復興期の課題と復興の考え方、自治体の災害復興に係わる事前準備
のあり方について整理している。
Ⅲ編－２．

直面する防災課題への対応方策の概要

本項では、川崎市における現状の対策（Ⅱ編）を踏まえて、またそこで明らかにした
対策上の「課題」を考慮して、防災対策の方向性を検討し、整理した。市の防災対策は
多岐に渡ることから、重要と考えられる事項について、
（１）総合的な防災対策のあり方、
（２）特定市街地の危険性に配慮した防対策のあり方、
（３）全市的及び個別的な防災対
策のあり方、の３つの分野にわけて、それぞれの具体的対策に関して方向性を検討し、
整理している。
ここでは、全体で 14 の対策事項を取り上げたが、その要旨は次のとおりである。
（１）－①地域防災計画の方針
地域防災計画は、その計画となる「被害想定」の結果を明確な形で反映させるとと
もに、計画内容と整合した減災目標を設定や、実効性のある予防計画の立案が求めら
れる。個別の対策事項としては、ハード面からの予防対策として、
「市街地延焼火災の
防止対策、地盤災害の防止対策、家具転倒防止・ガラス飛散防止等の推進」が挙げら
れ、ソフト面からの予防対策としては、地域特性を捉えた自主防災組織の育成が挙げ
られる。また、それらハード・ソフト面それぞれの対策は独立したものではなく、住
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民の地域活動を街の改善に反映する仕組みづくりがなされることで、両者の活動が一
体となり、災害自体の発生を減らす地域環境づくりがなされていく。災害応急対策に
関する事項としては、関係者の協働による避難所運営マニュアルの整備、市内の主要
ターミナル駅地区の混乱防止対策が挙げられる。また災害復興に関する手順や地域対
応の方法などをまとめた復興マニュアルを整備しておくことも重要である。住民や地
域との連携という視点からは、各区がそれぞれの地域特性を踏まえた上で減災目標を
設定し、地域と協働して要援護者支援や避難所運営マニュアル作成などの対策を推進
していくこと重要である。
（１）－②地震被害想定の方針
地震被害想定は防災計画や対策を具体的に実施するための根拠となるようわかりや
すさが重要である。また阪神・淡路大震災以降の震災等から明らかになった想定手法
を反映させ、川崎市における震災被害の様相をできる限り詳細に分析していく必要が
ある。加えて、区別に地域の被害の特徴を示すことにより地域の防災活動を支援して
いく必要がある。
（１）－③各種のハザードマップの方向性
ハザードマップに求められる条件として、危険が正しく認識出るように表現なされ
ているか、災害発生前に被害を軽減する対策につなげることができるか、災害発生後
に人名の確保のための行動や対策につなげることができるかなどが求められる。地震、
洪水や土砂災害などの個別のハザードについては住民が理解しやすくなっているが、
地域で総合的に災害対策を進める上で、マップの表現の整合性がとられていることが
求められる。また対策立案には避難施設の場所や微地形の情報などの一般情報も必要
となるため、行政としてそれらの情報提供をする体制が求められる。
（２）－①急傾斜地住宅地の防災対策の方針
市内には斜面地における宅地化が進んでおり、降雨や地震などにより土砂災害の発
生危険を増大させる可能性がある。現状、まだ開発されていない丘陵地については、
保全する方向で対応する。一方、既に開発された箇所については、地区的な整備に加
え、個別改善が進む工夫も必要である。またこれらの整備には長期間を要するため、
災害発生時に備えた応急対策及び復興対策を事前に検討しておくことも必要である。
（２）－②大規模な盛土造成宅地の防災対策の方針
市内の盛土造成地の防災対策は、法規制の課題により 2 種類の規制が存在するが、
市として全ての盛土造成住宅地の防災対策を進めるためには、市として法規制に関係
なく、一律に防災工事を実施していく必要がある。
特に大規模な盛土造成地の場合は、
集団移転と跡地の公園緑地化などによる土地利用の大規模な転換を図ることも選択肢
の一つとして検討することも必要となる。また、地域としての取り組みとしては、防
災まちづくりにより、恒久的な防災対策に加え、当面の緊急避難対策などもあわせて
取り組む必要がある。一方、現状において残されている傾斜樹林地については、これ
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以上の開発を防止するため、公有化を図り、安全資源の保全に努める。
（２）－③木造密集市街地の防災対策の方針
市内における木造密集市街地の状況から、面的整備の困難さや住宅の建替えのみで
の防災性向上が望めないため、基本的には地域の実情を踏まえた地道な対策の積み重
ねによる防災性向上を図っていくしかないと考えられる。
密集市街地は一方でコミュニティにおけるつながりの強さなどの利点なども持って
いるため、それらのまちの良さを生かしつつ、
まちの防災面からの改善を図っていく、
「修復型」の地域づくりが要求される。そのためには市民と行政の協働による防災ま
ちづくりの推進体制の構築が求められる。老朽木造家屋の建替えや狭あい道路の拡幅、
危険なブロック塀の更新など私有財産にかかわるものも多く、これらは自助努力と公
的支援の両面から対策が促進されることが望まれる。一方、まちの防災性が十分に向
上するまでは緊急的な対策として地域防災対の充実を図るため、自主防災組織の育成
が重要である。これらの防災活動態勢を実効性のあるものとするためには、消防水利
や防災資機材、防災活動拠点などを事前に整備しておくことが必要となる。
○特に重点密集住宅地区における「密集住宅市街地整備促進事業」の促進等について
現状、市では 3 地区について密集住宅市街地整備促進事業を導入しているが、上記
の取り組みについては特に強力に推進していくべきである。具体的な項目は以下のと
おりである。
・地区住民による自主的なまちづくり組織の結成と行政からの街づくりの専門家
の派遣
・地区住民による防災課題の共有化とそのための学習機会の提供
・安全安心して生活できる地区の将来像の整理と共有化
・地区の整備に活用できる各種事業の準備と紹介
（２）－④高層集合住宅の防災対策の方針
市内にも高層マンションが多く建設されるようになり、住宅戸数の半数以上は 3 階
建て以上の中高層集合住宅が占めている。一般的に鉄筋コンクリート造や鉄鋼造であ
ることから地震や火災には、木造建物より強いというイメージがあるが、阪神・淡路
大震災以降の国内の地震災害ではマンションも大きな被害を受けており、その復旧・
復興は居住者間の調整がうまくいかない場合には長期化するなどの問題がある。高層
集合住宅全般の防災対策としては、住棟の耐震診断及び耐震改修の推進、住棟内にお
ける人的被害の軽減がまず重要である。最近の高層マンションについては、ライフラ
インの供給停止により高層階で生活継続が困難になるため、各住棟でいわゆる「高層
難民」化を防ぐ対策を進めておく必要がある。特にエレベーターの閉じ込め防止と早
期回復対策は重要な事項である。一般に集合住宅の防災対策は戸建住宅市街地と比較
して進んでいないと指摘されているが、今後は管理組合や自治会を中心に災害時の行
動に関するルール作りとマニュアル化を早急に進める必要がある。
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（２）－⑤川崎駅地区等の防災対策の方針
川崎市は東京都に隣接しているため都心への通勤客が多く在住し、また市内を神奈
川と東京を結ぶ鉄道が数本縦断し、いくつか大きな鉄道の結節駅が立地している。こ
のため昼間に地震が発生した場合には多くの滞留者がこれら結節駅を中心に川崎市内
に発生する。個別の対策としては、以下に挙げる項目が重要である。
・地域の事業所・高校・大学等において、一時的には帰宅させずにその場に待機さ
せ、そのための飲料水や食料等の備蓄や帰宅のルールについての周知が必要であ
る。
・鉄道結節駅などの主要駅周辺地区の混乱防止を事前に検討しておく必要があり、
そのためにも鉄道事業者、警察、地区の事業者が帰宅困難者支援連絡協議会をあ
らかじめ設置し、災害時には組織的な対応が取れるようにしておく必要がある。
・JR 川崎駅地区は市内でも最大の昼間人口集中地区であることから、帰宅困難者
対策モデル地区として計画を進める必要がある。
（２）－⑥石油コンビナート地区と隣接市街地の防災対策の方針
川崎市の臨海地域の石油コンビナート地区は緩衝緑地もなく、市街地に隣接してい
る。石油コンビナートにおける地震被害は、その発生確率は低いものの、起こりうる
災害として考えるべきものである。よってこの地区における防災対策としては、市街
地に隣接する場所では業種転換や土地利用の転換を図り、災害の危険性を安全なレベ
ルにまで下げることが必要である。また万が一の事態（タンク火災、危険物漏洩等）
に備えて、隣接市街地の住民及びコンビナート地区従業員の避難対策も欠かせない重
要な事項である。
（３）－①地震防災施設の整備の方針
地震防災施設は、災害の発生を未然に防止する予防対策としての役割や応急対策を
迅速に実施し、被害拡大を防止する役割がある。市における地震防災施設の整備は全
国的に見ても、特に低いわけではないが、
一部の施設では十分な整備が進んでいない。
避難活動関連施設：災害時において、避難所から広域避難所への避難が困難である
と予想されることから、避難所の安全性は、その施設の安全性とその周辺市街地の耐
災性を高めることが必要とされる。広域避難場所については、広域的な災害が予想さ
れる川崎区、幸区を中心に整備をすすめ、特に川崎区は臨海部のコンビナート地区か
らの避難者を考慮することが求められる。一方、一時避難場所については、住民にと
って最も身近な避難場所であることから、その整備基準を明確にし、現状の指定箇所
の総点検が必要である。また大規模な面開発地区については、地区全体が被災するこ
とは考えにくいため、災害時は避難が不要な「滞留地区」として活用を検討すること
が重要である。
・緊急輸送関連施設：各種緊急輸送関連施設の整備率が約 5 割程度であるため、早
急に整備が求められている。市域の形状から東西方向の輸送路の確保は市の防
災対策上重要命題であるため、主要道路の整備と迂回路の設定などの対策が求
められる。また沿岸地域は液状化等により各所で道路が寸断されることにより、
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孤立地域の発生も懸念されることから、その防止対策と応急復旧体制の強化が
望まれる。
・医療機関施設：医療機関（市立のみ）の耐震化率は 50％と遅れていること、災害
時は多数の傷病者が発生することが予想されることなどから、民間病院を含め
て耐震化を推進することが必要である。また耐震化と併せて、ヘリポートの整
備又は近傍における確保も必要である。
・地域防災拠点：市における地域防災センターの位置づけは、地域が被害に対応す
る拠点であることから、市内の中学校 51 か所及び南部防災センターはその役割
に見合った機能整備が求められる。また緊急輸送路の輸送拠点施設については、
大災害時における広域的な災害応援の受け入れを考慮し、整備について検討さ
れるべきである。
・備蓄倉庫・備蓄品：内閣府の調査品目から整備状況全体の適否は判断できないが、
整備の方針としては、地域防災センターにおいて、地域の防災需要予測に基づ
き適正な備蓄品目と数量を確保することが求められる。
（３）－②建築物の「耐震改修促進」の方針
建築物、特に住宅の耐震化問題は、直接市民の生命・財産を災害から保護できるか
どうか、地震防災対策の核心に位置する。市における現状や課題を踏まえ、今後の方
針としては以下のとおりである。
・市の公的支援制度の改善：木造住宅耐震診断派遣制度については、昭和 57 年の耐
震設計基準改定後の建物が老朽化してきていることを考えると、施工年による
条件は今後改善の余地がある。木造住宅耐震改修助成制度については、助成額
そのものは特に低いわけではないが、対象となる住宅に、共同住宅や長屋、違
法建築が含まれていないため、そのまま放置することにより危険な建物が市街
地に残存する結果となることから、今後何らかの改善が求められる。
・事業者の信頼性の確保：市では耐震診断士や施工業者について名簿を公開してい
るが、特に改修工事の場合は、自己負担の費用も高額になるため、耐震化の工
事技術に関して信頼のおける業者であるかどうかは大変重要な点である。この
ため、市として耐震化の工事技術に関して充実した講習会を開設し、技術修得
した施工業者を市の認定資格者として市民に紹介する必要がある。
・標準的な耐震工法及び改修費の公表：耐震改修においては、利用者側の経済的な
事情によって回収の内容が大きく左右されることから、事前に耐震工法と改修
費の公表を行うことで、耐震化工事の透明性と信頼性が確保され、利用者自身
による工事の内容と費用のチェックが可能となるということである。
・市民意識の改革：耐震改修はそこに居住する住民の生命・財産の安全を確保する
ことに加えて、地域社会の防災性向上にも寄与することを市民に対して広報・
啓発することにより、市民の耐震化に対する意識改革を進めることから耐震化
の促進を図る必要がある。
・その他の改善事項：診断時において改修が必要な場合は概算費用の提示がなされ
ることになっているが、具体的な改修内容が決まらないままの状態での費用提
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示は「どんぶり勘定」となり市民にとって不信につながるだけである。また最
近リフォームが盛んにおこなわれるようなってきていることから、リフォーム
時に合わせて耐震化することは極めて合理的であることから、抱き合わせ支援
制度の検討が望まれる。さらに、住宅は年々老朽化することを考えると、耐震
診断も一定期間をおいて継続される必要があることから、市としてもそれらの
制度創設や支援の仕組みなどを検討することが望まれる。
（３）－③地域社会における防災まちづくりの方針
地震防災対策に限らず、地域社会における安全・安心な市民生活の確保という幅広
い観点からまちづくりの方向づけを検討する。
・防災まちづくり率先市民を醸成する：地域社会における街づくり組織の形成と活
動維持にためには、数十名規模の活動の率先市民が必要とされるため、市は、
まちづくりの重要性や内容についての学習プログラムの整備・提供を推進する
ことがまずは重要である。
・地域活動のための自主財源を確保する：まちづくり組織を立ち上げ方にはいろい
ろあるが、日常の活動費については自主財源をもって賄われることが基本であ
る。まちづくりは不断の活動であること考えると、行政からの期限付きの補助
金に頼ることは活動の継続性が担保されなくなる可能性をはらむ。よって新た
に活動費を住民から集める事となるが、それが可能かどうかは、まちづくり活
動が地域に支持されているかどうかの指標ともなりえる。
・地区内の合意形成システムを担保する：まちづくりを推進する上で、まちづくり
組織が地域の様々な意見を取りまとめる合意形成システムを持つことが必須で
ある。この合意形成システムが確立することにより、地域の総意としての活動
が可能になり、行政との協働関係を築くことが可能となる。また地域のコミュ
ニティの発展にも寄与し、さまざまな相互扶助を強めることにもつながる。
・協働のまちづくりを推進するための制度整備：地域社会において協働のまちづく
りを進めるには、地域に関わる様々な主体の参加が求められるが、公益事業者
などがすべての地域に対して参加することは困難である。よって、基本は住民
とその地域の事業所などから成る地区組織と行政との協力協定によって進め、
必要に応じて公益事業者に対して協力を要請する方法が合理的である。この場
合、行政は協力協定に関する制度の整備が求められる。
・生活基盤公共施設の整備基準と私有施設整備への支援制度の充実
生活基盤公共施設の整備基準
一般には一律の整備基準によって、生活基盤公共施設の整備が進められる
が、
「防災まちづくり推進地区」では、地区的な合意形成を前提として公共施
設整備の柔軟な運用が図られるように検討すべきである。
私有施設整備の支援制度の充実
地域は道路や公共施設のほかに、住宅、店舗、駐車場、農地などの私有施
設や用地によって占められている。これらの私的施設は地域社会に対して安
全性を配慮して建設・管理されているものばかりではない。このため、所有
10

者の認識部不足、行政指導の不備など安全かを阻害する要因は様々なものが
あるが、安全かを進めるための情報提供や支援制度の充実などによって、改
善の促進を進める必要がある。
（３）－④災害時の要援護者対策の方針
災害時要援護者対策に関する方針は以下のとおりである。
・市は対象範囲の概念を整理し、支援の優先度及び基本的方策を示す。
一般に災害時要援護者の対象となる範囲は極めて広いが、福祉施設や病院の入
院患者は、その施設の管理者が第一義的に対策を講じるべきであり、行政が対策
を講じるのは、在宅生活者や災害時の傷病者を基本とすべきである。また福祉施
設は、災害時において在宅の要援護者を受け入れる施設として利用できるように
位置づけるべきである。
・災害時要援護者への支援活動の全体像を整理する。
援護を必要とする内容別など対象別に必要な支援の全体像を明らかにし、行政
が関係者及び地域組織の協力を得ながら、在宅要援護者への支援計画を策定する。
（支援の全体像：要援護者に関する情報の収集と伝達、救助・救出、避難誘
導、避難生活、被災後の原状復帰までを含めた支援）
（関係者：社会福祉協議会、ケアマネージャー、民生委員・児童委員等）
・地域団体等との連携（地域支援ネットワークの形成）と支援事項の整理
各要援護者に対する支援はそれぞれの支援計画に基づくが、地区によって支援
する側、される側のそれぞれの状況が異なることから、ボランティアを含む地域
支援のネットワークを形成することなどが必要となる。
・避難誘導支援、在宅及び避難所における生活支援
支援活動の中で、災害時の避難支援対策、避難所における生活支援対策、在宅
避難者への支援対策については、災害前に支援方法、手順及び体制の準備が特に
重要である。
・事前対策の推進による要援護者需要の低減
現状の要援護者対策は事後対策に重点が置かれすぎている。今後は事前対策と
して、家具の転倒防止対策などの室内の安全性向上、住宅や居室の耐震化（への
特別支援）、ヘルパーや民生委員などを通じた生活改善指導、要援護者及び家族へ
の防災講習会の実施、地域団体などによる要援護者と近隣住民の接触機会の創出、
避難しなくても済む安全なまちづくりなどが挙げられる。
（３）－⑤災害時の応急活動体制の充実・強化
いつどのような形で発生するか分からない災害に対して、迅速・的確な対応を実施
するためにはあらかじめ準備しておく必要がある事項がいくつかある。
・市役所各活動部・班における「災害時行動マニュアル」の作成
・各区における応急活動体制の強化
・地域防災拠点における運営体制の確立
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Ⅳ編

政策的な提言の概要

（１）理念：「地域社会における災害被害の軽減（減災）と安全安心協働社会の形成」
① 地域社会を基本とした課題の共有と意志の形成（主体づくり）
・市民生活の場（生活圏）における市民組織・事業所の自立と互酬、地域（コミュ
ニティ）と行政・防災機関との協働の取り組みの重要性・必要性
② 地域社会の安全管理協議会（体制）の形成
・啓蒙啓発、生活圏の安全管理と改善、防災施設の充実、土地利用及び開発行為の
適正化、安全安心な地域像（将来の市民生活像）の追求
③ 「安全安心なまちづくり」のための自治体による環境の整備と支援
・「自助・共助・公助」の関係から地域社会における新たな協働関係へ
（２）災害被害を軽減するための重要施策
防災対策上の重要対象について、被害の軽減目標を設定し、対策の推進方法及び必
要な手立て等について総合的に検討し整理（提言）した。川崎市においては、公共施
設等についての耐震対策など防災対策は全国水準から見てよく進んでいる分野がある
一方、民間施設や地域社会に係わる対策は不十分といわざるを得ず、災害発生の基盤
になり易いこうした分野の対策の強化、充実が大きな課題であると考えられる。
①地盤に係る安全対策の推進
・軟弱地盤低地（液状化、地震動の増幅等）
、急傾斜地・盛土造成地等の住宅地
②住宅耐震補強対策等住いの安全化促進方策
・木造戸建住宅、集合住宅の耐震補強対策等の促進
・住宅の安全確保に関する社会システムのあり方と整備
③木造密集市街地の防災まちづくり
・対象：狭隘道路、老朽住宅・共同住宅、公共施設の未整備など危険の高い地区
④生活関連施設の改善
・対象：不安定な塀・柵、資材置き場
⑤市民防災活動用の防災施設の充実
・対象：消火水利、防災倉庫、非常用飲料水、コミュニティ活動拠点
（３）協働の活動体制：コミュニティ防災まちづくりの推進
①地区の協力共同の活動体制
：市民・事業者など地域（地区）を包含した協議会
要援護者の支援体制（救助、保護、援助等）
室内の安全化対策の推進
②市との協働体制（防災まちづくりの推進）
・推進しくみ：市民組織・団体、事業者（事業所・企業）
、行政・防災関係機関
の地域社会における位置づけと役割
・区役所における総合担当窓口
③区の地域防災計画を市民（各協議会）の参加によって作成する
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第Ⅰ編．川崎市における防災対策の根拠に係る現状
Ⅰ－１．地震被害想定
１．地震被害想定の意義
地震被害想定は､法的な裏付けは無いが､将来､発生が予想される地震危険をあらかじ
め明らかにしておき､地域防災計画など地震防災対策をより効果的に進めていくことを
目的として行われている｡
現在､川崎市に係る地震被害想定は､川崎市､神奈川県､及び国(内閣府)においてそれぞ
れ実施されているが､内閣府の被害想定結果は､都県単位のアウトプットになっているた
め､ここでは川崎市及び神奈川県の被害想定について整理する｡

２．被害想定結果の要約
（１）川崎市における地震被害想定
川崎市では、昭和６３年に南関東地震、東海地震、近距離地震の３地震について被
害想定を実施したが、その後、平成９年に追加としてプレート間地震、立川断層によ
る地震を想定した被害想定を実施した。それぞれの被害想定の条件と被害想定結果を
次に示す。
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なお、平成１３年度に東海地震の震源域が西側にずれた形の新たな想定震源域を中
央防災会議で公表したが、
「本市の被害想定調査と差異が少ないと思われるので、再検
討は当面行わない」
（川崎市地域防災計画 震災対策編 平成１８年度修正）こととし
ている。
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（２）神奈川県における地震被害想定
神奈川県では、平成１１年に東海地震、南関東地震、神奈川県西部地震、神奈川県
東部地震、及び参考として神縄・国府津－松田断層帯地震について、被害想定を実施
した。また、
「防災関係機関の応急対策活動の様相を、時間の経過に沿って想定し、そ
の対策の課題を事前に把握しておくことが有効」とのことから、神奈川県西部地震及
び神奈川県東部地震を中心に応急活動についてシナリオ型被害想定を実施した。
被害想定の条件と被害想定結果を次に示す。
被害想定の条件
項目

設定内容

季節・曜日

冬・平日

時刻

午後６時

風向・風速
潮位
人口・建物など
対象地域・地域の区分
地盤条件

北西３ｍ／s
海図と地形図から水深及び標高データを作成し津波の想定に用いた。
平成９～１０年度の最新データ
全県を対象として、１０地域に区分
昭和５７～６０年度実施の地震被害想定調査で用いた５００ｍメッ
シュの地盤データを参考に１ｋｍメッシュに変換した。
①東海地震（Ｍ８クラス）、②南関東地震（Ｍ７．9）、③神奈川県西

想定地震

部地震（Ｍ７クラス）
、④神奈川県東部地震（Ｍ７クラス）
、⑤（参考）
神縄・国府津－松田断層帯地震（Ｍ８クラス）

シナリオ型被害想定の検討項目
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神奈川県地震被害想定による川崎市の想定結果

－：被害想定の対象となっていない。
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神奈川県東部地震全体シナリオ
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３．被害想定の特徴
（１）川崎市地震被害想定
○川崎市では、昭和６３年と平成９年に地震被害想定を行っている。昭和６３年被害
想定では、川崎市内に過去最大級の被害をもたらした１９２３年関東地震の再来を
想定した「南関東地震」
、大規模地震対策特別措置法の対象とされ、近い将来発生が
予想されている「東海地震」、さらに１８５５年安政江戸地震や１８９４年東京湾北
部地震等を考慮して川崎市の周辺で発生する地震として「近距離地震」を想定して
被害想定を実施した。しかし、その後の中央防災会議による南関東地域直下でのプ
レート間地震発生の切迫性の指摘や阪神淡路大震災の発生状況などを念頭に置いて、
平成９年に近距離地震の追加検討として「プレート間地震」と「立川断層による地
震」について被害想定を行ったものである。
○昭和６３年被害想定では、被害想定とともに消防、災害対策本部、情報収集・広報、
避難、医療救護、道路、給水、給食、し尿処理等について、川崎市東部及び西部別
に被災対応のシナリオが検討され、予測被害量と応急・復旧対策量の比較検討を行
い、地震防災対策（予防対策、応急対策）の課題として取りまとめている。これに
より、地域防災計画の根拠づけと課題が明らかにされている。
○被害想定の対象項目を見ると、それぞれ同様の項目について実施しているが、平成
９年被害想定では、阪神淡路大震災で問題となり、その後の各自治体の被害想定で
取り上げられるようになった電気火災や自力脱出困難者（建物の倒壊により自力で
脱出できなくなった人）などについても対象にする必要があったと考えられる。ま
た、被災後の応急活動を考慮すると、中高層住宅における設備等の被災状況、帰宅
困難者や地下街における被災状況について検討する必要がある。
○被害想定結果を比較すると、南関東地震（Ｍ７．９）とプレート間地震（Ｍ７．０）
の被害量がほぼ同様であり、直下型地震であるプレート間地震の破壊力を示してい
る。
（２）神奈川県地震被害想定
○神奈川県地震被害想定（平成１１年３月）は、これまでに実施されてきた東海地震、
南関東地震（昭和５７年度～６０年度調査実施）及び神奈川県西部地震（平成３年
度～４年度調査実施）に平成７年１月に発生した阪神淡路大震災の教訓や神縄・国
府津－松田断層帯地震などの新しい要素を追加し平成９年度～１０年度にわたって
実施したものである。
○被害想定の項目を見ると、従来実施されてきた建物被害や火災等に加えて、阪神淡
路大震災の教訓から建物や家具の倒壊、エレベータの運行停止等による「要救出箇
所数」の推計、「帰宅困難者」、県や市の災害対策本部、消防署、警察署、病院、県
土木事務所等の「重要施設」の機能障害について検討している。
○応急対策の検討資料としてシナリオ型被害想定にも意欲的に取り組んでいるが、応
急対策上の課題や対策について適切な整理がされていないため、全体シナリオをは
じめ、消火・避難誘導、救出活動、医療救護活動、被災者救援活動、生活復旧活動、
災害対策本部活動など様々な切り口で取り組んだにも関わらず、成果が見えにくい
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結果となっている。
○物的な被害想定結果を見ると、参考とされた神縄・国府津－松田断層帯地震を除け
ば、川崎市では、南関東地震と県庁直下の震源域を想定した神奈川県東部地震がほ
ぼ同様の被害状況を示している。また、川崎市と同一の震源域を想定した南関東地
震による被害想定結果を比較すると、人的被害や避難者数では、川崎市（昭和６３
年）の被害想定が大きく上回っているが、総じて同様の結果になっているといえる。
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Ⅰ－2.ハザードマップ
災害は空間的な広がりを持って発生するため、災害現象を把握するには地図上に示すこと
が有効である。これまで全国各地で様々な災害に関する被害予測がハザードマップとして作
成されている。
ここでは現状、川崎市域を対象としている（又は含んでいる）ハザードマップについて、
その意義・特徴等を整理する。
【取り上げたハザードマップ】
（１）多摩川洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
（２）鶴見川洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
（３）浸水実績図
（４）ゆれやすさマップ
（５）土砂災害警戒区域等区域マップ
（６）土砂災害記録マップ
（７）土砂災害危険箇所マップ
（８）大規模盛り土マップ
（１）多摩川洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
①意義及び根拠
水防法（第 14・15 条）の規定により、多摩川において洪水が発生した場合の浸水想
定区域と、浸水した場合に想定される浸水深を公表する事により、洪水発生時におけ
る円滑かつ迅速な避難を確保し、被害の軽減を図ることを目的に公表されたものであ
る。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：川崎市建設局 土木建設部 河川課
２）公表年月：平成 16 年 10 月
３）内容：
掲載されているハザードは以下の 2 種である。
・多摩川の堤防破堤による被害範囲と浸水深※
・急傾斜地崩壊危険区域（県が指定しているもの）
区別版におけるその他の掲載内容
・避難場所（主に小・中・高等学校等を指定）
・避難の心得、災害弱者への対応、雨の強さと降雨状況など
４）公表の方法
区別版を各戸に配布している。また全体図・区別版とも市のホームページ上で公
開している。
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・配布された印刷版では、自宅の位置が特定できるため、浸水深の目安と合わせて、
地域の具体的な被害イメージが理解しやすくなっている。
（Web 版では自宅の特定は
難しい）
・浸水想定区域全体図に加え、7 区別に作成している。区別版には避難の心得等が掲載
されており、避難の際にも役立てられるようになっている。
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・浸水による避難経路上の危険性が不明なため、この地図のみでは避難の安全性を確
保することは難しい。地域ごとに避難対策を立案するには、避難施設の入り口や地
形などのさらに詳細な資料や大縮尺の地図が必要であり、さらに実際に市街地の状
況を目視で確認することも必要であると考えられる。
※浸水想定の実施について
(1) 作成主体 ： 国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所
(2) 指定年月日 ： 平成 14 年 2 月 28 日
(3) 指定の前提となる計画降雨やその他条件 ： 多摩川流域、石原地点上流域の 2 日間総雨
量 457mm 概ね 200 年に 1 回程度起こる大雨。但し、高潮や下水道などによる影響は想定
されていない。

図

多摩川洪水避難地図

（２）鶴見川洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
①意義及び根拠
水防法（第 14・15 条）の規定により、多摩川同様に、鶴見川において洪水が発生し
た場合の浸水想定区域と、浸水した場合に想定される浸水深を公表する事により、洪
水発生時における円滑かつ迅速な避難を確保し、被害の軽減を図ることを目的に公表
されたものである。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：川崎市建設局 土木建設部 河川課
２）公表年月：平成 16 年 10 月
３）内容：
掲載されているハザードは以下の 2 種である。
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・鶴見川の堤防破堤による被害範囲と浸水深
（※鶴見川流域総合治水対策協議会（国土交通省、東京都、神奈川県、横浜市、
川崎市、町田市で構成）が作成した浸水想定区域図を基に作成）
・急傾斜地崩壊危険区域（県が指定しているもの）
区別版におけるその他の掲載内容
・避難場所
・避難の心得、災害弱者への対応、雨の強さと降雨状況など
４）公表の方法
区別版を各戸に配布している。また全体図・区別版とも市のホームページ上で公
開され、閲覧可能である。
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・配布された印刷版では、自宅の位置が特定できるため、浸水深の目安と合わせて、
地域の具体的な被害イメージが理解しやすくなっている。
（Web 版では自宅の特定は
難しい）
・浸水想定区域全体図に加え、7 区別に作成している。区別版には避難の心得等が掲載
されており、避難の際にも役立てられるようになっている。
・浸水による避難経路上の危険性が不明なため、この地図のみでは避難の安全性を確
保することは難しい。地域ごとに避難対策を立案するには、避難施設の入り口や地
形などのさらに詳細な資料や大縮尺の地図が必要であり、実際に市街地の状況を目
視で確認することも必要であると考えられる。

図

鶴見川洪水氾濫地図
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（３）浸水実績図
①意義及び根拠
多摩川・鶴見川洪水避難地図により河川の外水氾濫に関するハザードマップは公開
されたが、内水氾濫による浸水被害は、以前は統計資料として浸水箇所の町名のみの
公開であった。都市部では近年、内水氾濫による浸水被害が目立つようになってきて
おり、実際に浸水被害の箇所や情報を視覚的に表示し、内水氾濫による被害の認識や
対策実行などに向けた市民意識の高揚や住宅等を建築する際の参考資料として利用す
るために公表されたものである。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：川崎市建設局 土木建設部 河川課
２）公表年月：平成 20 年 6 月
３）内容：
・川崎市の災害概要に記載のある、過去 10 年間の市内浸水箇所
（詳細情報として、発生日時と時間最大雨量を掲載。浸水原因として、地下室な
どの住宅の構造によるものも含まれている）
４）公表の方法
区役所・図書館等での印刷物の閲覧が可能であるほか、市のホームページ上での
公開されている。
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・掲載内容として、浸水の箇所とその時の雨量のみで、浸水の原因や浸水深などが不
明なため、具体的な対策立案には微地形の情報や、場合によっては下水管の敷設状
況の情報などがさらに必要とされる。
・ホームページ版は、住所や目標物（公共施設等）などから任意の場所の検索がしや
すくなっていることや、表示する縮尺を簡易に変更できることから周辺の浸水状況
の有無なども確認しやすくなっている。

図

浸水実績図（ＨＰ上の画面）
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（４）ゆれやすさマップ
①意義及び根拠
「川崎市耐震改修促進計画」
（平成１９年４月）の普及・啓発活動の一環として作成
されたものである。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：川崎市まちづくり局指導部建築監察課
２）公表年月：平成 19 年 12 月
３）内容：
・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の地表面の想定
のゆれぐあいを 50m メッシュ単位で相対的に表示している。
揺れ具合については、
「ゆれやすい、比較的ゆれやすい、ゆれにくい」の 3 段階で表示
４）公表の方法
市のホームページ上で公開されている。
５）備考
地図に表示された内容は厳密なものではなく、公の証明には利用できないと断っ
ている。また、地表面のゆれやすさを表しているものであり、建物そのものの危険
度を表しているものではない。
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・縮尺が小さいため、自分の居住付近の位置が特定しづらい。また微地形の影響など
も考慮されていない。
・
（市でも断りを入れているが）地面のゆれの評価であり、その上に建っている建物の
危険度ではない。このため、実際に自分の住居が地盤のゆれやすさの影響をどのよ
うに受けるか理解しづらく、耐震改修促進への具体的な利用方法等の工夫が今後必
要となる。

図

川崎市ゆれやすさマップ
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（５）土砂災害警戒区域等区域マップ
（川崎市域に関する区域の指定は現在進行しており、ホームページ上の地図に具体的な
場所の指定は現在のところ表示されていないことを断っておく）
①意義及び根拠
「土砂災害防止法」に基づき指定された土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区
域を表示した地図である。土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を設定し、こ
のマップにより公表することで、自宅や職場周囲の土砂災害の危険性のある区域を認
知し、その区域における警戒避難体制の整備を図ることを目的としている。また土砂
災害特別警戒区域の場合には、特定の開発行為についても都道県知事の許可制となっ
ており、規制が厳しくなっている。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：神奈川県県土整備部
２）公表年月：平成 17 年 12 月
３）内容：
・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域（指定条件は下記備考参照）
・一般の地図記号
４）公表の方法
・市のホームページ上での公開
５）備考
■土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
①急傾斜地の崩壊
イ：傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以上の区域
ロ：急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域
ハ：急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（５０ｍを超える場合は５０ｍ）
以内の区域
②土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が２度以
上の区域
③地滑り
イ：地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域）
ロ：地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離（２５０ｍを超え
る場合は、２５０ｍ）の範囲内の区域
■土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）
急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通
常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる
おそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により
力が建築物に作用した時から３０分間が経過した時において建築物に作用する
力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で６０ｍ範囲内の区域。
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
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・国土地理院発行の数値地図 25000 を背景図として使用しているので、自宅の周囲ま
では確認が可能である。
・土砂災害計画区域を指定すると、市町村地域防災計画へ記載し、市町村長は、警戒
区域ごとに土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項及びその他円滑
な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとなっている。
（土砂災害特別警戒区域を指定すると、①特定の開発行為に対する都道府県知事の許
可制、②居室を有する建築物の構造の規制、③建築物の移転等の勧告及び支援措置
（支援措置あり）、④宅地建物取引における許可制及び説明責任の義務付け、などの
規制等が実施される）
・個別の具体的な避難対策の立案のためには、周辺の道路状況や区域内の災害時用援
護者の有無、避難先の確保など、対象地ごとの特性を把握した上で検討していく必
要がある。

図

土砂災害警戒区域等区域マップ

（６）土砂災害記録マップ
①意義及び根拠
過去に自宅や職場周囲の土砂災害の発生箇所を知り、事前に土砂災害を防止するこ
とを目的としている。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：神奈川県県土整備部砂防海岸課
２）公表年月：平成 17 年 3 月
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３）内容：
・神奈川県土砂災害発生記録に記載されている、過去に発生した土石流、地すべり、
がけ崩れの箇所
・一般の地図記号
４）公表の方法
・市のホームページ上での公開
５）備考
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・国土地理院発行の数値地図 25000 を背景図として使用しているので、自宅の周囲
までは確認が可能である。
・発生した土砂災害は区別されているが、詳細な発生状況（災害規模や被害の有無）
やその後の対策が不明なため、現状の危険性を表しているといえない。

図

土砂災害記録マップ

（７）土砂災害危険箇所マップ
①意義及び根拠
事前に自宅や職場周囲の土砂災害危険箇所を知り、土砂災害に対する警戒心の向上
と事前の工事による安全の確保のみならず、災害時における避難に役立てることを目
的とする。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
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１）作成者：神奈川県県土整備部
２）公表年月：平成 16 年 7 月
３）内容：
・土石流、地すべり、がけ崩れについて、神奈川県が平成１４年度までに一定の基
準に従って調査を行なった結果に基づき、 土砂災害について潜在的な危険がある
箇所
・一般の地図記号
４）公表の方法
・市のホームページ上での公開
５）備考
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
・土砂災害が発生する可能性が高い場所として表示されているが、災害発生時の被
害の影響範囲を示したものではない。また、掲載された場所以外でも災害の発生
する可能性がある。

図

土砂災害危険箇所マップ

（８）大規模盛り土マップ
①意義及び根拠
「宅地造成等規制法」に基づき、地震時における宅地崩壊による被害の防止・軽減
を目的として作成されたものである。
②作成者、作成年月、内容、公表の方法など
１）作成者：川崎市まちづくり局指導部建築監察課
２）公表年月：平成 19 年 7 月
３）内容：
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・丘陵地の宅地開発が行われる以前である昭和 20 年代の地形図及び航空写真と近年
（平成 17 年）の地形図及び航空写真を重ねあわせ、その標高差から以下の基準に
合致する盛土造成地を抽出し、図示したもの。谷埋め盛り土、腹付け盛り土、宅
地造成等規制区域を表示
抽出条件
①

谷埋め型盛土造成地
谷を埋めて宅地用等のために平坦地を確保した盛土造成地であって、その造

成面積が 3,000 ㎡以上であるもの
②

腹付け型盛土造成地
傾斜地盤上などにおいて、盛土を行った盛土造成地であって、もともとの地

山の斜面の角度が 20°以上であり、盛土の高さが 5ｍを超えるもの
・一般の地図記号
※マップの種類として、調査結果（約 2500 箇所）
、宅地造成等規正法（S37）施行
以前に造成された大規模盛土造成地（488 箇所）
、優先的に現地調査を行う候補
地とする大規模盛土造成地（40 箇所）の 3 種類のマップがある。
４）公表の方法
・市のホームページ上での公開
５）備考
③マップの特徴（内容、方法、分かりやすさ）
縮尺が小さいために自宅位置が確認できず、盛土上に自宅が建てられているか判断
できない。また、抽出条件未満の規模の盛土造成地は掲載されていないため、この地
図で図示された範囲外でも地盤の危険性が高い箇所が存在することが予想される。

図

大規模盛土造成地マップ
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Ⅰ－３

石油コンビナート防災アセスメント

１．石油コンビナート防災アセスメント（被害想定）
石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年 12 月制定、以下「石災法」という。）
（注１）
はＨ16 年６月に改正が行われ、「石油コンビナート等防災計画を作成し、又は修正しよ
うとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく
調査、予測および評価を行うよう努めるものとする」
（同法３１条３項）とされた。これ
に先立って阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震を想定した防災計画修正の重要性か
ら、平成 13 年に消防庁は「石油コンビナートの防災アセスメント指針（Ｈ13 年）
」
（注２）
を示し、石油コンビナート等防災本部及びその協議会（注３）は、これに準拠して防災ア
セスメント（災害被害想定）を行うこととなった。これによる被害想定に留意し実態に
即した防災計画とすることとされた。
神奈川県では、平成１７年度に消防庁の手法に準拠して防災アセスメント調査を実施
し、平成 19 年 3 月には「神奈川県石油コンビナート等防災計画」が神奈川県石油コンビ
ナート等防災本部によって策定されている。その第３編 災害想定に「第１章 防災アセ
スメント調査の実施」、
「第２章 放射性物質等の災害」として掲載されているので、本稿
では第３編、第１章に基づいて整理する。
（注１）石油コンビナート等災害防止法：当該区域が特殊性をもつことから、消防法、高圧ガス保安法、災
害対策基本法その他の防災関係法と相俟って「石油コンビナート等特別防災区域に係わる災害の発生
及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もって石油コンビナート等特別防災区域に係
わる災害から国民の生命、身体及び財産を保護すること」を目的として、昭和 50 年 12 月に制定され
た法律。この背景には、昭和３０年代半ば以降から全国各地に立地した石油コンビナートが、４０年
代に入って爆発・火災、危険物の流出等の災害が頻発するようになったことから、隣接する市街地等
の安全確保が大きな課題とされるようになった状況があった。
（注２）石油コンビナートの防災アセスメント指針（Ｈ13 年）
：消防庁は平成６年３月に「石油コンビナート
防災アセスメント策定指針」を提示していたが、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、地震を想定した
石油コンビナート等防災計画の内容とすることの重要性が強く認識され、前策定指針を改定した「石
油コンビナートの防災アセスメント指針」を作成し、都道府県等が防災計画の修正・検討に活用する
こととした。
（注３）石油コンビナート等防災本部及びその協議会：石災法第３１条１項は、
「防災本部及びその協議会は、
特別防災区域に係わる石油コンビナート等防災計画を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があ
ると認めるときは、これを修正しなければならない」と定めている。

（１）位置付け等
①法的根拠等：石災法第 31 条 3 項
・石油コンビナートの防災アセスメントの実施については石災法 31 条 3 項の規定に根
拠をおく。なお、同法同条の 2 項には、石油コンビナート等防災計画で定めるべき
事項として「災害想定に関すること」
（第 4 号）を規定しており、これを受けて「災
害想定に関すること」として科学的知見に基づく調査、予測及び評価（アセスメン
ト）が指示されている、と解される。
・なお、災害対策基本法とこれに根拠を置く地域防災計画においても同様の規定があ
り、石油コンビナート地域という、特別な災害危険をもつ地域（特別防災区域）に
おける防災対策に資することが目的とされている。
（２）石油コンビナートの防災アセスメント（以下「災害被害想定」という。
）の概要
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①神奈川県における防災アセスメント
前記したように、神奈川県では平成 16 年に石災法が改正されたことから、既に提示
されていた消防庁「新防災アセスメント指針」に基づき、特別防災区域において起こ
り得る「相対的な危険性評価」によって災害想定を行う方法をとっている。災害被害
想定は県内にある京浜臨海地区、根岸臨海地区、久里浜地区の 3 特別防災区域につい
て実施しているが、ここではもっとも規模が大きくかつ川崎市に係わる京浜臨海地区
について整理する。
②調査の対象
平時（通常操業時）の災害被害想定として、ア）可燃性液体の漏洩・火災、イ）可
燃性ガスの漏洩・火災・爆発、ウ）毒性ガスの漏洩・拡散等の事故を対象に災害被害
想定を行っている。
次いで、地震時の災害被害想定として、短周期地震動による、ア）可燃性液体の漏
洩・火災、イ）可燃性ガスの漏洩・火災・爆発、ウ）毒性ガスの漏洩・拡散等を対象
に災害被害想定を行っている。さらに、長周期地震動によるア）危険物タンク（屋外
タンク貯蔵所）のスロッシング被害を対象とした災害被害想定を行っている。
③調査の対象施設
調査対象とした施設は特定事業所が保有する施設で、ア）危険物タンク（容量 1,000
ｋｌ以上の第 4 類危険物屋外貯蔵タンク及び全毒性危険物屋外タンク）
、イ）ガスタン
ク（可燃性及び毒性タンク）、ウ）毒性液体タンク、エ）プラント（危険物製造所、高
圧ガス製造施設、発電施設）
表 評価対象施設数
施

設

京浜臨海地区

危険物タンク

ガスタンク

毒液タンク

プラント

合計

801

292

17

197

1,307

④ 調査の方法
・防災アセスメント調査は、地域防災計画の地震被害想定における「特定の地震を設
定した場合に発生する（人的・物的）被害総量を定量的に算定」する方法とは異な
り、
「特別防災区域において起こり得る災害の相対的な危険性を把握」するものであ
り、想定される災害事象の『相対的な危険性評価』が目的となっている。
・実際の方法としては、次の手順で行うこととなる。
（ⅰ）
「イベントツリー解析手法」
（＊注）により、災害が発生・拡大していく様相（シ
ナリオ）を、対象施設の安全装置、防災設備を考慮して想定する。
（ⅱ）イベントツリーに確率値を与えて、平常時及び地震時における災害発生危険度
（発生頻度及び発生確率）を推定する。
（ⅲ）被害事象（危険物の漏洩、火災、爆発など）の影響度を定性的に推定する。
（ⅳ）災害の発生危険度と影響度の推定結果から、総合的な災害危険性の評価を行う。
（＊注）イベントツリー解析法：定量的な安全性解析手法の一つとされており、災害の発端とな
る初期事象からスタートし，最終的な被害事象に発展していく過程を、樹木の枝分かれ式に
展開し、解析する方法。初期事象や発展過程に発生頻度や発展（枝分かれ）確率を推定して
最終的な起こり得る確率値を求める。
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（３） アセスメント調査の結果
ア）「京浜臨海地区」の平常時における想定災害
アセスメントの結果は、災害を下表のように段階別に想定災害の危険性を示している。
災害区分
第 1 段階

第 2 段階

災害の発生頻度

影響度

対策の考え方

1 施設当り 10 万年に 1 件以上発生

全て

現実的に起こりうると考えて対策を検討し

10 万施設あれば年 1 回以上発生

200ｍ以上

ておくべき災害

1 施設当り 100 万年に 1 件以上発生

全て

発生する可能性は相当に小さいと考えられ

100 万施設あれば年 1 回以上発生

200ｍ以上

るが万一に備えて対策を検討しておくべき

発生頻度が上記より低いが、影響範

100 ｍ 以 上

発生する可能性が極めて小さく優先度は低

囲が 100ｍを超える災害

200ｍ未満

いが、対策を講ずることが望ましい災害

災害
その他

災 害 の 対象施設
区分
第 1 段 危険物タ
階 の 災 ンク
害

想定災害
・中量流出火災、タンク小火災、毒性危険物タンク防油堤内流出毒性ガス拡散。
・毒性危険物（全てアクリロニトリル）の災害については施設数は少ないが影響度
がⅠやⅡとなるものがある。

ガスタン

・中量爆発、中量フラッシュ火災、少量流出毒性ガス拡散。

ク

・少量フラッシュ火災や少量毒性ガス拡散では、影響度がⅠやⅡとなる施設があり、
中でも毒性が強い塩素貯蔵タンクは特に影響度が強い。

毒性液体

・毒ガスの中量流出拡散。

タンク

・毒性ガスの中でも、毒性の強いフッ化水素貯蔵タンクでは、影響度がⅠとなる。

プラント

・大量流出火災、大量流出爆発、ユニット内全量流出／中量流出フラッシュ火災,
毒性ガスの大量流出拡散。
・流出火災以外の災害では、ほとんどの災害で影響度がⅠやⅡとなる施設があり、
発生頻度と影響度が共に大きい。

第 2 段 危険物タ
階 の 災 ンク

・防油堤内流出火災、タンク全面火災、毒性危険物タンクの防油堤内流出毒性ガス
拡散。
・毒性危険物の災害（全ての災害規模）は全ての施設で影響度がⅠやⅡとなる他、

害

防油堤内流出火災でも一部の施設において影響度がⅠやⅡとなる。

ガスタン

・中量爆発、中量フラッシュ火災、中量流出毒性ガス拡散。

ク

・第 1 段階よりも想定施設数が多くなり、影響度も大きいものが多い。

毒性液体

・毒性ガスの中量流出拡散。

タンク

・毒性ガスの中でも、毒性の強いフッ化水素貯蔵タンクでは影響度がⅠとなる。

プラント

・大量流出フラッシュ火災。
・影響度がⅠやⅡとなる施設がある。

そ の 他 危険物タ
の災害

ンク
ガスタン
ク
毒性液体

・仕切堤および防油堤内流出火災、タンク全面火災、毒性危険物の防油堤内流出ガ
ス拡散で該当する施設がある。
・中量、大量及び全量（長時間）流出フラッシュ火災、大量及び全量（長時間）流
出毒性ガス拡散で該当する施設がある。
大量及び全量（長時間）流出毒性ガス拡散で該当する施設がある。

タンク
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イ）京浜臨海地区の地震時における想定災害
アセスメントの結果は、災害を下表のように段階別に想定災害の危険性を示している。
災害区分
第 1 段階
第 2 段階
その他

災害の発生頻度

影響度

対策の考え方

想定地震により１千施設で 1 件以

全て

現実的に起こりうると考えて対策を検討して

上発生

200ｍ以上

おくべき災害

想定地震により１万施設で１件以

全て

発生する可能性は相当に小さいと考えられる

上発生

200ｍ以上

が万一に備えて対策を検討しておくべき災害

頻度発生頻度が上記より低いが、

100 ｍ 以 上

発生する可能性が極めて小さく優先度は低い

影響範囲が 100ｍを超える災害

200ｍ未満

が、対策を講ずることが望ましい災害

災害の
区分
第1段

対象施設

階の災

ンク

害

危険物タ

災害想定
・防油堤内流出火災と毒性危険物（アクリロニトリル）の防油堤内流出、毒性ガ
ス拡散。
・いずれの場合も影響度がⅠやⅡとなる施設がある。

ガスタン

・中量爆発、中量フラッシュ火災、毒ガスの中量流出拡散。

ク

・フラッシュ火災や毒性ガス拡散では（全ての災害規模）
、影響度がⅠやⅡとな
る施設がある。

毒性液体

・中量流出毒性ガス拡散。

タンク

・影響度Ⅰとなる施設があるが、これらは毒性の強いフッ化水素貯蔵タンクであ
る。

プラント

・大量流出火災、大量流出爆発、ユニット内全量流出／中量流出フラッシュ火災、
毒性ガスの大量流出拡散。

第2段

危険物タ

階の災

ンク

害

・防油堤内流出火災と毒性危険物（アクリロニトリル）の防油堤内流出毒性ガス
拡散が想定される。
・影響度がⅠやⅡとなる施設がある。

ガスタン
ク

・中量フラッシュ火災や流量～全量（長時間）流出毒性ガス拡散では影響度がⅠ
やⅡとなる施設があり、毒性ガスタンクの中でも特に影響度の大きい施設は、
毒性の強い塩素を貯蔵するタンクである。

毒性液体

・全量（長時間）流出毒性ガス拡散。

タンク

・影響度Ⅰとなる施設があるが、これらは毒性の強いフッ化貯蔵タンクである。

プラント

・大量流出火災、大量流出爆発、大量フラッシュ火災、毒性ガスの大量流出拡散。
・ガス爆発、フラッシュ火災、毒性ガス拡散では、災害規模によって影響度がⅠ
やⅡとなる施設がある。

その他

危険物タ

の災害

ンク

・仕切堤及び防油堤内流出火災、毒性危険物の仕切堤及び防油堤内流出ガス拡散
で該当する施設がある。また、防油堤外流出火災及び防油堤外流出ガス拡散で
は、発生確率が D レベルとなる施設がある。

ガスタン
ク

・中量～全量（長時間）流出フラッシュ火災、中量～全量（長時間）流出毒性ガ
ス拡散で該当する施設がある。また、全量（短時間）流出毒性ガス拡散では、
発生確率が D レベルとなる施設がある。

毒性液体
タンク

・全量（長時間）流出毒性ガス拡散で該当する施設がある。また、地震動の大き
い地域に設置されている施設では、全量（短時間）流出毒性ガス拡散の発生確
率が D レベルとなる施設がある。

プラント

・大量流出フラッシュ火災で該当する施設がある。
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ウ）長周期地震動（＊注）による被害
これに関しては、極めて重要な想定がされているので、計画書の原文のまま引用する。
○災害の危険性の評価：
・「危険物タンクのうち浮き屋根式のものについて、十勝沖地震（＊注）を受けて見直
された推定スロッシング最大波高と（本調査時点の）管理液面高とを比較し、溢流が
予想されるタンクを抽出すると、京浜臨海地区では計 102 基のタンクが該当する」
、と
している。
・
「仮に、従来基準で想定される以上のスロッシングが生じた場合、これらのタンクで
危険物が溢流後に着火してタンク周辺で溢流火災となることや屋根部で着火してリン
グ火災となる可能性がある。また、これらのうち引火点の低い第１石油類を貯蔵する
タンクでは、浮き屋根が沈降した場合に全面火災となる危険性が高い。このようなタ
ンクは京浜臨海地区で 83 基が該当する」、としている。
京浜臨海地区においてスロッシングにより溢流の予想されるタンク数
スロッシング固有周期

溢流の予想されるタンク数

うち第 1 石油類のタンク数

①

4 秒未満

０

０

②

4 秒以上 6 秒以下

１８基

１４基

③ 6 秒より大きく 12 秒未満

８４基

６９基

基

基

○災害の想定・影響評価
・
「リング火災やタンク全面火災が発生した場合、個々のタンクの影響度はタンク周辺
に限られるが、隣接タンクへ被害が及ぶ可能性も否定できない。また、流出火災につ
いては、内容物の溢流の程度により火災の規模が変わってくるが、最大規模では、防
油堤内の広い範囲で流出火災となることが考えられる。さらに、地震時においては、
このような災害が同時多発的に発生することも考えられる。
」、としている。
（注）長周期時振動：構造物は，それぞれ「固有周期」を持っており，大型石油タンクの場合，数秒か
ら十数秒といったやや長めの固有周期を持つ｡ そのため，地震動に数秒から十数秒というやや長
い周期の成分を多く含んでいれば，タンク内の油がタンクの揺れと共振して，より大きなスロッ
シングが発生する。こうしたやや長い周期の成分を多く含む地震動を ｢長周期地震動」または「や
や長周期地震動」と呼ばれる。
大きな長周期地震動の発生には，震源より長周期成分を多く含む地震波が発生する場合、また，
大規模な平野や盆地に見られるような柔らかい「堆積層」が存在する場合である。長周期成分を
多く含んだ地震波は，距離により減衰しにくいという特徴を持っている。十勝沖地震では，苫小
牧は震源から 200km 以上も離れているにも関わらず，石油タンクのスロッシングが起こり，タン
クの全面火災を発生させる等の大きな被害を発生させた。
（注）十勝沖地震：平成 15 年９月 26 日に発生した十勝沖地震(M8.0)では，苫小牧にある数多くの石
油タンクが被害を受け，そのうち２基のタンクからは火災が発生した。これらの石油タンクは浮
き屋根式の屋外貯蔵タンクであり，油にポンツーンと呼ばれる浮きが付いた屋根を浮かべた構造
（油の増減に伴って屋根が上下動する）になっており，この浮き屋根が最大で３m も上昇し大き
く揺動(スロッシング)した結果，浮き屋根の外縁部でリング状の火災が発生したり，地震時の損
傷で浮き屋根が沈下していた別のタンクでは，露出していた油面全体の火災(全面火災)が発生し
たり，鎮火までに 44 時間を要し，全国規模での緊急消防援助隊の出動，泡原液の全国規模での調
達を実施する大災害となった。また，平成 19 年７月 16 日に発生した新潟県中越沖地震(M6.8)に
よって，柏崎刈羽発電所の使用済燃料プール水が原子炉建屋オペレーティングフロアに溢れ出し
たが，これもスロッシングが原因だと推定されている｡
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（４） 防災対策を検討する場合の優先度等
防災アセスメントによる対策に係る評価として、防災対策を検討する上での優先度
等を以下のようにまとめている。
なお、ここでは、調査の結果として特別防災区域の防災対策について「第一義的な
責務を有する関係特定事業者が主体的に進めることとし、県、消防機関等の防災関係
機関は、事業所が対策を進めるために必要な支援を行っていく必要がある」としてい
る。
①

第 1 段階の災害：
発生がある程度の頻度や確率で起こり得ると評価されたことから、発生頻度・

確率と影響度を低減化させるための対策を優先的に進めることとする。なお、こ
の場合、対策の順位は永久度に応じて実施する。
②

第 2 段階の災害：
発生頻度や確率は第 1 段階の災害に比べて低いと評価された災害であるが、発

生した場合の影響度も無視できないことから、第 1 段階の災害に次いだ優先度で、
影響を低減化させるための対策を進めることとする。なお、この場合、対策の順
位は第 1 段階の災害と同様とする。
③

その他の災害：
第 1 段階や第 2 段階の災害に比べて発生する可能性は極めて少ないが、影響度

の大きい災害である。事業所がこうした災害の発生と影響度を把握し、今後、自
主的な取組みの中で、影響度を低減化させるための対策を適宜実施していく必要
がある。
④

長周期地震動による災害：
本県のコンビナート地域は、長周期地震動による影響を受けやすい地域とされ

ていることから、平成 17 年の危険物規制関連法令に基づく特定屋外タンク貯蔵所
の管理液面の見直しや、浮き屋根の耐震基準への適合等の対策を優先的に進める。
（５）被害想定結果の特徴
①

防災アセスメント調査は、
「特別防災区域において起こり得る災害の相対的な危険

性を把握」するものであることから、地域防災計画の地震被害想定における「特定
の地震を設定した場合に発生する（人的・物的）被害総量を定量的に算定」する方
法とは異なり、市民生活との関係における危険性の度合が分かりにくい、という特
徴がある。
②

「京浜臨海地区」の平常時における想定災害については、第 1 段階の災害では 10

万年に 1 件以上／1 施設が発生、第 2 段階の災害では 100 万年に 1 件以上／1 施設が
発生、という内容である。臨海部の危険物施設数は約 1,300 であることから、地域
全体でみると第 1 段階の災害は概ね 100 年に 1 件、第 2 段階の災害では概ね 1,000
年に 1 件ということとなり、この想定結果を見る限りは平常時の災害発生危険度は
かなり低いといえる。
③

京浜臨海地区の地震時における想定災害については、第 1 段階の災害では想定地

震により１千施設で 1 件以上発生、第 2 段階の災害では想定地震により１万施設で
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１件以上発生、という内容である。したがって、短周期地震動の場合であっても、
1,300 施設（危険物等タンク・プラント）のうち確実に１件以上の災害（危険物・
高圧ガス等の火災・流出、有毒物の拡散など）が発生することとなり、第 1 段階と
はいえ、地区の特性から災害の波及性を考慮に入れると、地震時における大規模な
災害発生の可能性を示している。
④

長周期地震動による被害については、「危険物タンクのうち浮き屋根式のもので、

溢流が予想されるタンクは、京浜臨海地区で計 102 基のタンクが該当する。
「これら
のタンクで危険物が溢流後に着火してタンク周辺で溢流火災となることや屋根部で
着火してリング火災となる可能性がある。また、第１石油類を貯蔵するタンクでは、
浮き屋根が沈降した場合に全面火災となる危険性が高い。このようなタンクは京浜
臨海地区で 83 基が該当する」
、としているように、長周期地震動に場合の災害発生
の可能性を強調している。

２．コンビナート地区の液状化と護岸・地盤の水平移動
前項では、石油コンビナート地区における立地施設に係わる直接的な災害発生危険に
ついて、県の被害想定調査結果を踏まえ、その特徴を整理した。ここでは危険物施設が
立地する埋立て地盤の地震動による影響について検討する。いうまでもなく、地震動に
よって地盤の安定性が失われれば地盤上に立地するタンクや製造プラント施設に対して
様々な負の影響を及ぼすこととなる。その影響については施設の種類や状態にも拠るこ
とから全て解明されているわけではないが、地盤に関しては液状化、護岸の移動、傾斜
の発生が起こりうることが経験的にも知られている。
1995 年の兵庫県南部地震では、埋立地（人工島等）の地盤の液状化及び強地震動によ
る護岸の移動、傾斜等に起因する大規模な側方流動（液状化により摩擦力が低下した地
盤は、より低位へと移動する現象）が発生し、配管の破損による液化石油ガスの大量漏
洩事故や橋脚基礎の移動により高速道路の落下などの被害が発生した。
ここでは、浮島及び東扇島地区に整備された「広域防災活動拠点」について、当時、
当該コンビナート地区の安全性評価が必要とされたことから実施された『コンビナート
地区の安全性に関する調査（広域防災活動拠点整備計画調査事業）
』報告書（平成 15 年
3 月・早稲田大学理工学総合研究センター）に基づき、コンビナート地区の液状化及び
護岸の移動等について検討を行うものとする。
（１）調査の前提条件
本調査は以下の前提の下に行われた（以下、前記「調査報告書」の要旨を示す）
。
①地表面加速度
調査地区の地表面における設計水平震度は調査検討対象領域全域を 0.66 とし、地表
面加速度は全域約 660cm／s2

としている。

＊）0.66：南関東地震を想定した「高圧ガス施設等耐震設計基準」に基づいた設計水
平震
＊）最大加速度 660cm／s2：報告書では、
「この加速度は液状化及び流動の判定のため
の加

速度としては一般に大きな値と考えられる。将来、川崎市埋立て地盤での
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地震動加速度が良好な精度で推定される場合にはそれを用いる必要がある」とし
ている。
②側方流動
液状化地盤の側方流動には、地表面の傾斜に起因する場合と護岸移動に起因する場
合があるが、人口埋立地は平坦な地表面であるので、本調査では護岸移動に起因する
側方流動のみを調査した、としている。
③液状化層厚
ボーリング資料（浮島地区 205 本、千鳥地区 65 本、水江地区 115 本の計 385 本）か
ら、調査対象地区の 50ｍメッシュ毎に液状化層厚を算出し、図上表示している。各地
区の層厚は以下の通りである。
・浮島地区：６～８ｍ
・千鳥地区：８～９ｍ
・水江地区：６～10ｍ
（２）調査結果の概要
①

地表面の沈下量の予測
沈下量については、調査対象地区の 50ｍメッシュ毎に沈下量をコンターラインによ
り示しているが、地区別では浮島地区、千鳥地区が全体的に小さく（数 10 センチ程度）、

水江地区でやや大きな値となっている（地区縁辺部の護岸付近が比較的大きな値とな
っている）。
②

ＰＬ 値（液状化指標）
液状化の度合を示す指標として用いられているＰＬ値について、調査対象地区の 50

ｍメッシュ毎に（ボーリング位置の）算定結果が表示されている。各地区のＰＬ値は
以下の通りである。なお、報告書では、
「想定した地震動により相当激しい液状化が生
ずる」としている。
・浮島地区：１５～４０
・千鳥地区：２０～４０
・水江地区：１５～３５
＊）ＰＬ値：その地点での液状化の危険度（総合的に評価したときの可能性）を表す
液状化指標（potential of liquefaction）。値が大きいほど液状化しやすく、Ｐ
Ｌ値が５以下であれば液状化の可能性は低く、10 以上であれば液状化が発生、と
されている。
＊）ＰＬ値と液状化の可能性（危険度）について、例えば大阪府の場合以下のような
関係としている（大阪府「液状化予測調査」
、1997）。
表

ＰＬ値と液状化の程度との関係

ＰＬ値

液状化の程度

０～５

液状化はほとんどなし、被害なし

５～10

液状化の程度は小さい、構造物への影響はほとんどない

10～20

液状化は中程度、構造物によっては被害の出る可能性がある

20～35

激しい液状化、噴砂が多く、直接基礎の建物が傾く場合あり

35 以上

非常に激しい液状化、大規模な噴砂と構造物の被害
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③

護岸及び地盤の水平移動
・浮島地区の護岸の移動量は概ね１ｍ以下である。浮島地区の護岸の多くが鋼管矢板
等で補強されていること、敷地の地下水位低下工法など液状化対策工が施されている
ことによる、としている。
・千鳥地区の護岸及び地盤の水平移動量はほとんどの地域で１ｍ以下である。一部矢
板式護岸で矢板先端部まで液状化する地点では護岸、地盤とも３ｍを越す変位がある、
としている。この変位が大きな場所は、地区の東南部である。
・水江地区の護岸及び地盤の水平移動量は、ほとんどの護岸が３ｍ或いはそれ以上で
ある。水江地区の護岸の多くが建設年代の古い矢板式護岸であり、その後補強されて
いないことが原因、としている。

（３）液状化と護岸・地盤の水平移動の特徴
① 地表面の沈下量の予測では、全体的に数 10cm 程度となっており、水江地区の外縁部
でやや大きな沈下量が予測されている。液状化が発生した場合、数 10cm の地表面の沈
下量はめずらしいことではない。しかし、問題は危険物タンクやプラント施設が立地
している地盤が数 10cm、しかも不均等に沈下した場合の施設への影響である。タンク
であれば部分的に加重が集中し、プラントであれば施設の損傷が懸念される。
② ＰＬ値（液状化指標）については、報告書でも指摘しているように「相当激しい液状
化が生ずる」結果となっている。浮島・千鳥・水江のいずれの地区も、液状化が発生
するとされる PL 値 10 を超えており（したがって、全面的に液状化の可能性がある）
、
しかも部分的ではあるが、構造物への被害が想定される PL 値 30 を超える場所があり、
液状化による施設へのダメージ→危険物の流出・漏洩→災害という事態が懸念される。
③ 護岸及び地盤の水平移動については、浮島地区・千鳥地区は概ね 1m 以下であり、立
地施設にも拠るが比較的影響は小さい。しかし、千鳥地区の一部については３ｍを越
える移動が予測されており、立地施設との関係で影響が懸念される。また、水江地区
についてはほとんどの護岸が３ｍ以上の移動が予測されていることから、大きな被害
と危険物災害の可能性が懸念される。
（水江地区については、護岸の対策が遅れている
ことに要因があり、早期の改善が望まれる）
（資料：石油コンビナートの防災アセスメント指針（消防庁、平成 17 年度））
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Ⅰ－4．国の「地震防災戦略」
国（中央防災会議）は平成 17 年 3 月に東海地震、東南海・南海地震について、また平
成 18 年 4 月には直下型地震を対象として被害想定調査を行い、これに対する減災目標を
設定した。これは、従来の「防災基本計画」とは異なり、災害被害の軽減目標を設定し、
期限を区切って減災量（あるいは対策量）を提示している点がこれまでにないもの（戦
略）として注目される。加えて、国の総体的目標や総量的対策のみでなく、関係する地
方公共団体に対して数値目標、達成時期、対策の内容等の『地域目標』を定めることを
要請する、としており、川崎市を含むわが国の多くの大都市地域が対象となることから、
ここでは国の「地震防災戦略」について概要を整理する。
（１）防災戦略の意義
国（中央防災会議）は「地震防災戦略」について次のように位置付けている（平成 17
年 3 月 30 日同会議決定）ので、少々長くなるが引用する。
「大規模地震は、想定される被害が甚大かつ深刻であるため、発生までの間に、国、
地方公共団体、関係機関、住民等が、様々な対策によって被害軽減を図ることが肝要
である。特に切迫性の高い地震については地震発生までの時間が限られていることか
ら、効果的かつ効率的に被害軽減策を講じなければならない。このため具体的な被害
軽減量を数値目標として定め、それに向けて被害要因の分析を通じた効果的な対策を
選択し、戦略的に集中して推進していくことが必要である。
」
「大規模地震対策は、社会全体で取組まなければならない緊急課題であるため、
『地震
防災戦略』により特定された緊急に取組むべき事項と目標を国、地方公共団体、関係
機関、住民等間で共有し、その達成に向け、対策の強化、充実を図るものとする。
」
としているが、同時に「そこで平成 16 年 7 月の中央防災会議において、大規模地震に
ついては、被害想定をもとに人的被害、経済被害の軽減について達成時期を含めた具体
的目標（減災目標）を定めることなどを内容とする『地震防災戦略』を策定することと
したところである」と記しているように、従来、予測される大地震について中央防災会
議が定めてきた南関東地域直下の地震、東海地震、東南海・南海地震に関する大綱（基
本計画）が、必ずしも実効を伴う実績を挙げえていないことから、地方公共団体、関係
機関、住民等が連携して被害の軽減対策を講じる必要性がある、との強い認識が背景に
あるといえる。
以上のように、ここでは位置づけについて整理しているが、その意義として付言すれ
ば、大規模地震対策としては、①（防災基本計画並びに地域防災計画のような）総花的
な対策ではなく、効果的な対策を選択して、戦略的に集中して推進する。そのために、
②具体的な被害軽減量を数値目標として定め、期限を設定して達成する。そして、③特
定された緊急に取組むべき事項と目標を国、地方公共団体、関係機関、住民等間で共有
する。の３点に主たる意義を見ることができよう。こうした視点は従来の防災対策には
なかったことであり、
（今後の達成実績に係る具体化の方策は別として）注目される点で
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ある。
（２）地震防災戦略の内容
現在、中央防災会議は東海地震、東南海・南海地震（以上平成 17 年 3 月）
、首都直下
地震（平成 18 年 4 月）の３つの大規模地震について「地震防災戦略」策定し、公表して
いる。ここでは「地震防災戦略」の基本とする事項と前記 3 地震を対象とした防災戦略
の内容を、上記の中央防災会議決定資料から整理する。
①構成：地震防災戦略は、減災目標及び具体目標（下位目標）等から構成される。
「減災目標」は、被害想定をもとに人的被害や経済被害の軽減について達成時期を定
めた具体的な被害軽減量を示す数値目標。
「具体目標（下位目標）」は、「減災目標」の達成に必要となる事項毎の達成すべき数
値目標、達成時期、対策の内容等を定めるもの。
（具体目標は、被害想定に基づいた人
的被害や経済被害の軽減量（＝減災効果）
）の根拠となる目標と、その他の目標からな
る）
②対象地震：
・中央防災会議が被害想定を実施し、対策の大綱（マスタープラン）が定められてい
る地震。現状では、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震、及び、今後被害想
定を実施し、大綱を策定する大規模地震。
③対象期間：
・達成目標年次は 10 年、3 年ごとに達成状況のフォローアップを行う。
④地方公共団体への要請：
・減災目標を達成するためには地方公共団体の参画と連携が不可欠であることから、
対象地震により被害を受けるおそれのある地方公共団体に対して、減災目標の意義、
必要性についての認識を共有しつつ、
「地震防災戦略」を踏まえて、数値目標、達成時
期、対策の内容等を明示する「地域目標」を定めることを要請。
（３）現在の地震防災戦略
前記したように、現在、3 つの対象地震について国は「地震防災戦略」を策定してい
る。その前提となる被害想定は、東海地震は平成 15 年 3 月に、東南海・東海地震（同時
破壊の場合）は平成 15 年 9 月に、そして、首都直下地震は平成 16 年 12 月、同 17 年 2
月に公表されている。
また、大綱に関しては、東海地震が「東海地震対策大綱（平成 15 年 5 月）」、東南海・
南海地震が「東南海・南海地震対策大綱（平成 15 年 12 月）」、そして首都直下地震につ
いては「南関東地域直下の地震対策に関する大綱（H４策定、10 改訂）
」がそれぞれ策定
されている。
以下に、それぞれの「地震防災戦略」の概要を掲載する（内閣府ホームページより転
載したものである）。
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首都直下地震の地震防災戦略
（平成 18 年 4 月中央防災会議決定）
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首都直下地震の地震防災戦略
（平成 18 年 4 月中央防災会議決定）
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（４）地震防災戦略の特徴
○防災基本計画並びに地域防災計画が施策の網羅的計画にして、具体性・実行性に欠け
る傾向を強くするのに対して、地震防災戦略は被害の軽減を数値目的として明確にし、
そのための必要重要施策を重点的に推進する、文字通り戦略的計画である。
○前記計画が、被害想定結果を前提としつつも、計画内容と被害想定結果の低減内容が
不明なままに（並列的に）施策化されているのに対して、地震防災戦略は被害想定内
容を分析し、必要な対策を設定（被害想定と減災目標を対応）
、計画化している。
○10 年間の期限付きで、減災目標及び具体目標について必要な施策（対策）を提示し、
これまでにない大胆なアウトカム指標を防災対策に導入したことにより、対策の成果
（効果）が明瞭になった。
○国が大枠の目標値を設定し、地方に具体計画の策定を要請することによって、各自治
体が共通の認識の下に防災対策を具体的に推進するという、公共の役割（責務）を明
確にしているといえる。
○被害想定に関しては、わが国における人口周密かつ産業集中地域に強い影響を及ぼす
と考えられる東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震を当面の対象とし、その他
の大規模地震については地方公共団体の自発的取り組みを方向付けた。
○地震防災戦略は、人命の被害の軽減が主要な要素となっていることから、対策の中心
となる建築物の耐震化が重要対策となる。したがって、既存の「建築物の耐震改修の
促進に関する法律（平成 7 年 10 月）
」と連携して改正が行われ、地方公共団体（都道
府県、市町村）に対する建築物の「耐震改修促進計画」作成が促されることとなった。
資料：中央防災会議決定「地震防災戦略」（平成 17 年 3 月 30 日）
資料：東海地震の地震防災戦略・一覧表
資料：東南海・南海地震の地震防災戦略・一覧表
資料：首都直下地震（東京湾北部地震）地震防災戦略（死者数軽減及び経済被害軽減）
総括表
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Ⅰ－５．緊急に改善すべき密集市街地及び耐震改修推進地区
（１）根拠と意義
川崎市住宅基本条例（第８条）に基づく住宅基本計画を根拠としており、住宅基本計
画は、川崎市の総合計画を上位計画とし、都市計画、保健・福祉部門、防災等と範囲に
わたり関連し、住宅・住環境の総合指針としての役割を担っている。
住宅基本計画の目標年度は、新総合計画と同じ２０１４（平成２６）年度とする。

（２）内容
①緊急に改善すべき密集市街地
地震等の災害に強い安全な住環境の整備や密集市街地の再生・改善に向けて、特
に重点的に取り組むべき地域を「緊急に改善すべき密集住宅市街地（６地区指定）
」
とし、その中でも優先的・最重点に改善すべき密集市街地を「重点密集市街地（う
ち３地区）」を抽出し、次のような整備を推進するとしている。
１）耐震・防災性や居住性の向上に資する建替えを促進するために、まちづくりコ
ーディネーター等の派遣や建替え相談等の推進
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２）路地状の道路を活かして建替えを実現する連担建築物設計制度の導入などの仕
組み等の検討
３）居住環境の悪化を防止する市民の取り組みに対する支援を行い、防災上必要な
市街地の整備・改善を推進
４）地域の熟度が高まった時点で、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地型）
地区を指定し、合意が整った街区等について地区計画制度の導入
５）住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地型）を実施中である「小田２・３丁
目」については、地元の意向を踏まえながら、高齢者対策にも配慮し地域コミ
ュニティを維持しながら、狭あい道路の拡幅や、建物の不燃化、強調建替え、
住宅の耐震性の向上と住環境の改善に向けた事業の推進

②耐震改修推進地区
防災性の改善の必要性が高い地域（住戸密度、木造棟数率、木造老朽化率の割合が
高い地域）を「耐震改修推進地区」と設定し（防火地域は除く）
、木造住宅改修助成制
度を活用して耐震改修の推進を図るとともに、木造住宅耐震診断派遣制度を活用して
木造共同住宅の建替えを誘導する。
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（３）特徴
○住環境を改善する上で防災課題を積極的に捉え、より総合的な視点から住環境の整備
を図るものであり、評価できる。
○「緊急に改善すべき密集市街地」は、言わば延焼危険度の高い地区であるが、平成 9
年のプレート間地震（冬・夕方・強風）の被害延焼想定結果をみると、川崎区では第
一京浜国道、新川通り、産業道路に囲まれた地域、中原区の多くの地域、さらに多摩
区から麻生区にかけた小田急沿線地域等が焼失する区域となっており、より広い地域
において延焼危険区域になっていることが認識される。
○既に、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地型）を実施している小田２・３丁目
及び幸町３丁目の防災まちづくりプランを見ると、平成２３年度までに燃えにくさを
表す指標である不燃領域率４０％以上を確保することが「求められている」とのこと
であるが、この数字だけでいうならば、市街地の延焼が決して食い止められるもので
はない。目標として定めるならば不燃領域率７０％以上、あるいはそれに近い値が妥
当と考えられる。なお、東京都では、防災都市づくり推進計画において、重点整備地
域及び整備地域の整備目標として、不燃領域率６０％としている。
○「耐震改修推進地区」では、木造住宅の耐震改修を推進することが目的とされている
が、既に、全市を対象として木造住宅耐震改修助成事業や木造住宅耐震診断士派遣事
業が実施されており、特に推進地区とする意味合いが不明である。
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Ⅰ－６.市民意識調査
ここでは、川崎市が実施している市民アンケート調査の結果から、市民の防災への意識を
まとめる。

１．市民アンケートの結果からのまとめ
（１）川崎市市民意識実態調査（2004 年度）
①調査の目的
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加状況、市民の関心事、市政への関
心、市政及び事業の評価と要望について調査を実施した。この年度の調査では「災害への
備え」
「防犯対策」
「健康」に関する市民意識についても調査を実施し、施策の企画立案の
基礎資料を得ることを目的としている。
②調査の方法
１）調査対象：川崎市在住の満 20 歳以上の男女個人 1500 人
２）調査期間：平成 16 年 11 月 19 日（金）～12 月 10 日（金）
③主要な調査項目
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加、市民の関心事と行動範囲、市政
への関心、市政に対する評価と要望、災害への備え、防犯対策、健康
④調査結果
１）有効回収票及び有効回収率 976 票

65.1％

２）生活満足度について
生活環境の評価（安全性のみ抜粋）については以下の通りである（分析については、
各年度の結果と比較するため、別項におくる）

⑤災害への備え
アンケートの主な設問は、災害発生時に対応するための備蓄品に関する項目である。以
下、各設問の結果と傾向についてまとめる。
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１）各家庭での非常持ち出し品の備蓄状況
・非常持ち出し品を準備しているのは約１／３にとどまっている。
⇒備蓄していると回答した家庭のうちで、
・非常持ち出し品目として、過半数以上の回答があったものは、多い順に「小
型道具類」「飲料水」「食料品」であった。
・備蓄を準備した時期については、平成 11 年以降が約 6 割を占めており、阪
神大震災からはしばらくたった時期である。
・備蓄を準備したきっかけとしては、
「ニュースを見聞きして」という回答が
約７割を占めている。
・食料品、飲料水、生活消耗品の準備日数については、３日以上備蓄してい
るのは全体の２割程度であり、「ほとんどが備蓄していない」、「１日分」、
「２日分」の合計が約６～７割を占めている。
・備蓄品の定期的な見直しについては、約４割が実施しているという回答で
あった。
⇒備蓄していないと回答した家庭のうちで、その理由については、保管スペー
スがないが約１/３を占めている。
２）各家庭での非常持ち出し品以外の備蓄状況
・非常持ち出し品以外の食料の買い置き状況は、
「ない」が約２割、１日から３日分の
合計で約半分を占めている。
・非常持ち出し品以外の食料の買い置きをしている家庭のうちで、電気、ガス、水道
などが停止しても食べられる食料品は、１日分が約１/３、２日分と３日分がそれぞ
れ約１/４となっている。
３）各種災害対策の取り組みについて
・市が市民に対して、
「最低３日分程度の飲料水や食料品および生活必需品等の確保に
努めること」と定めていることを知っているかという設問には、認知しているが約
２割にとどまっている。
・家庭での災害についての話し合いの有無については、約６割が話し合ったことがあ
ると回答している。
・災害時における近所での助け合いの環境については、約４割が助け合えると回答し
ている。また、区別の回答状況からは、助け合えるという回答が多い順に、幸区(53%)、
麻生区(49%)、宮前区(48%)、多摩区(45%)、高津区(43%)、川崎区と中原区(33%)であ
った。
・地元の町内会・自治会の防災訓練への参加状況については、１/４が参加していると
回答している。区別の回答状況からは、参加しているという回答が多い順に、幸区
(42%)、宮前区(32%)、多摩区(30%)、麻生区(25%)、高津区(18%)、中原区(16%)、川
崎区(15%)であった。
４）市の備蓄計画について
・市の予算で災害用の備蓄を実施していることの認知状況は、約 1/3 である。また、
知っていると回答した人のうちで、その品目を知っている人は約６割、備蓄場所を
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知っている人は約 1/3、備蓄に関する予算については 3.4%であった。
・備蓄に関して、個人で備えるべきか、市で備えるべきかについては、食料や飲料水、
生活消耗品については個人と市の双方で備えるべきという回答が過半数以上、小型
の道具類については個人が備えるべきという傾向が強く、大型道具類では市が備え
るべきという傾向が強くなっている。
・市が備蓄を準備する場合に、
「A：市が独自に予算を投じて物資を災害用に備蓄する」
と「B:企業や団体と協定を結び、市場に流通する物資の在庫を災害時に供給する協
力体制をとる」のどの方法が望ましいかと思うかという設問では、
「A と B を併用す
る」が約 46％を占めている。また、併用すると回答した人のうち、A と B の割合に
ついては、A が大半を占めるという回答が約半分、A と B が同程度の約 4 割となって
おり、A（市の予算）が主体という傾向にある。
・市の備蓄に望むこと（
「望む」と「やや望む」の合計）で多い要望は、備蓄品の即時
対応、備蓄による安心感、量が多い、質が良い、予算はかかるが内容が充実してい
る、種類が多い、の順である。
・災害への備えとして市で特に力を入れてほしい支援については、
「望む」と「やや望
む」の合計の多い順（上位３位まで）に「災害時に人命救助や消火、救急救命活動
のできる人材の育成」、「被災時に必要な物資の拡充」、「市民への啓発活動、情報の
発信」の順である。
（２）川崎市民意識実態調査（2005 年度）
①調査の目的
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加状況、市民の関心事、市政への関
心、市政及び事業の評価と要望について調査を実施した。この年度の調査では「市の緑」
「街区公園」
「多摩川」
「こころと健康」
「科学技術」
「男女平等のまち・かわさきの実現度
合い」に関する市民意識についても調査を実施し、施策の企画立案の基礎資料を得ること
を目的とした。
②調査の方法
１）調査対象：川崎市在住の満 20 歳以上の男女個人 1500 人
２）調査期間：平成 17 年 11 月 18 日（金）～12 月 9 日（金）
③主要な調査項目
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加、市民の関心事と行動範囲、市
政への関心、市政に対する評価と要望、市の緑、街区公園の実現度合い、多摩川、ここ
ろと健康、科学技術、男女平等のまち・かわさき
④調査結果
１）有効回収票及び有効回収率 988 票

65.9％

２）生活満足度について
生活環境の評価（安全性のみ抜粋）については以下の通りである（分析については、
各年度の結果と比較するため、別項におくる）
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（３）かわさき市民アンケート（2006 年度）
（この年度よりアンケートを年 2 回実施しているが、以下の結果は生活満足度に関
する設問が含まれている第 2 回目についてのものである）
①調査の目的
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加状況、市民の関心事、市政への関
心、市政及び事業の評価と要望について調査を実施した。この年度の調査では「川崎市の
広域拠点」「安全・安心のまちづくり」「選挙」「救急車利用」「火災予防」「コミュニティ
ビジネス」「川崎市職員」に関する市民意識についても調査を実施し、施策の企画立案の
基礎資料を得ることを目的とした。
②調査の方法
１）調査対象：川崎市在住の満 20 歳以上の男女個人 3000 人
２）調査期間：平成 18 年 11 月 17 日（金）～12 月１日（金））
③主要な調査項目
定住状況について、生活環境の評価について、関心ごとと行動範囲について、市政に
対する評価と要望について、川崎市の広域拠点のイメージについて、安全・安心のまち
づくりについて、選挙について、救急車利用について、火災予防について、コミュニテ
ィビジネスについて、川崎市職員について
④調査結果
１）有効回収票及び有効回収率 1270 票

42.3％

２）生活満足度について
生活環境の評価（安全性のみ抜粋）については以下の通りである（分析については、
各年度の結果と比較するため、別項におくる）
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（４）かわさき市民アンケート（2007 年度）
（この年度よりアンケートを年 2 回実施しており、以下の結果は第 2 回目について
のものである）
①調査の目的
市民の定住状況、生活環境の評価、地域活動への参加状況、市民の関心事、市政への関
心、市政及び事業の評価と要望について調査を実施した。この年度の調査では「災害への
備え」
「防犯対策」
「健康」に関する市民意識についても調査を実施し、施策の企画立案の
基礎資料を得ることを目的とした。
②調査の方法
１）調査対象：川崎市在住の満 20 歳以上の男女個人 3000 人
２）調査期間：平成 19 年 11 月１ 日（木）～11 月 16 日（金）
③主要な調査項目
・定住状況について、生活環境の評価について、関心ごとと行動範囲について、市政に
対する評価と要望について、サービス産業に対する消費について、歯の健康について、
広報活動について、建物の高さの制限について、タウンミーティングについて
④調査結果
１）有効回収票及び有効回収率 1309 票

43.6％

２）生活満足度について
生活環境の評価（安全性のみ抜粋）については以下の通りである（分析については、
各年度の結果と比較するため、別項におくる）
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２．生活満足度にみる災害からの安全さへの意識変化について
（１）災害に対する安全さへの満足度の近年の傾向（市全体）
各年度の市民アンケートのうち、地震・火災・風水害などの災害に対する安全さへの生
活満足度を分析対象として、市民の安全に対する意識変化を見ることとする。最近 4 年の
変化からは、2006 年度に満足度がやや高くなったが、全体的な傾向としては、約４割の市
民が安全であると評価し、約３割程度の市民が不満であると感じていることがわかる。
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004年度
満足している
まあ満足している
少し不満である
不満である
わからない
無回答

2005年度
2006年度
2007年度
平均

図：年度ごとの災害からの安全さに関する生活満足度の変化
（２）災害に対する安全さへの満足度の近年の区別傾向
満足度を区別に見ると、各年度で傾向は異なるが、平均すると満足度は「西高東低」の
傾向を示していることがわかる。平均値でみると、最も高い麻生区と最も低い川崎区では
満足度で約 15％も差があることがわかる。
（満足度は、「満足している」と「まあ満足している」を合計したものである）
60%
55%
50%
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
平均

45%
40%
35%
30%
25%
20%
全体 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

図：年度ごとの災害からの安全さに関する生活満足度の変化
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《参考》川崎市における自主防災組織の現状分析
（黒田清吾、鏡味洋史（北海道大学）：日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）1998
年 9 月、pp.853-854）
１．研究の概要
・川崎市の自主防災組織の現状をアンケート調査により把握した。
・アンケート配布は 1997 年 7 月 29 日に発送し、締め切りは 9 月末日
・発送数は 634 票、回収数は 341 票、回収率 53.8％
２．結果の概要
①自主防災組織の訓練や啓発活動の実施状況
訓練
啓発活動
活動実施率
58％
20％
平均活動回数（年間）
1.3
2.0
②活動の活発さの評価
（
「非常に活発」「活発」
「あまり活発ではない」
「ほとんど何もしていない」の 4 段階で自己
評価）
「非常に活発」
3％
「ほとんど何もしていない」
20％
・
「あまり活発ではない」
「ほとんど何もしていない」と回答した 229 組織に対する、不活発
ない理由
「差し迫った危険性を感じていない」
53％
「参加者が少ない」
45％
「町内会の活動が活発ではない」
15％
「住民の移動が激しい」
12％
→住民の意識の低さが大きな理由であり、地域コミュニティに関する理由は低い
③自主防災組織による資機材等の備蓄状況
・
「備蓄している」84％
・ヘルメット、腕章、消火器は所持率が高く、所持個数が多い。
・組立式水槽、簡易トイレなど大型の備蓄品の所持率が低い。
④区別の活動の活発さの評価
・幸区、中原区、川崎区という順で評価が高かった。
⇒この 3 区は、古くからの市街地で、木造家屋密集市街地も多く、自主防災組織もほぼ 100％
に達している。
・宮前区、多摩区では、
「非常に活発」という回答は得られなかった。
（３）まとめ
区別に防災に関する意識を見ると、災害からの安全さに関する生活満足度の経年変化か
らは、満足しているという回答は「西高東低」という傾向で、西部地域で満足している割
合が高い。また 2004 年度の地域での助け合いの可能性に関する調査結果からも、助け合
いの可能性の高さは「西高東低」という結果である。
しかし、参考（前ページ参照）に示した自主防災組織への調査結果からは、自主防災組織
の活発さの評価については「東高西低」という、市民アンケートとは逆の傾向となってい
る。自主防災組織への調査年度が古いので一概に比較して早々に結論を導くのは誤りであ
るが、調査対象が市民個人であるか、地域組織であるかの違いにより、結果が反対にでた
と指摘できる。この理由として、市民としての個々の意識としての実態は、西部地域の住
民の防災意識（助け合いの意識等）が高いものの、地域組織としての実態は、旧来からの
市街地である東部地域の方が強いため、組織的な活動としては東部地域で活発さが高くな
ったと思われる。
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第Ⅱ編．川崎市における防災対策の現状に関する調査
Ⅱ－１．川崎市地域防災計画の策定状況と内容
（１）川崎市地域防災計画の目的と内容
川崎市地域防災計画は、災害対策基本法第４２条第 1 項の規定に基づき、川崎市
防災会議が作成する計画であって、本市をはじめ、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が連携して、その有する全機能を発揮
して本市における災害予防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的・計画的かつ有
効的に実施することにより、本市並びに市民の生命、身体、財産を保護するととも
に、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
を目的としている。
災害対策基本法第 2 条第 1 項では、災害を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地
震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その
及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生じる被害」と
定義している。このため、本市では、地域防災計画を災害の種別に別けて、
「震災対
策編」（平成 18 年度修正版）、
「風水害対策編」
（平成 17 年度修正版）、
「都市災害対
策編」
（平成 19 年度修正版）として作成している。
①

震災対策編
震災対策編は、
「川崎市地震被害想定調査」
（昭和 63 年）及び「川崎市地震被害想

定調査

近距離地震の追加検討」
（平成 9 年）を踏まえて作成されている。その主な

内容と計画の体系は次に示すとおりである。
構成
総則
災害予防計画
災害初動対応計画
災害応急計画
災害復旧計画・復興体制
東海地震に係る事前対策計画
公共事業施設防災計画

主な内容
本市及び防災関係機関等が防災に関し処理すべき事務又は事務の
大綱について定める。
災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限に止めるため、本
市及び防災関係機関等が日ごろから行うべき措置について定める。
災害の発生直後にとる初動対策について、本市の体制の整備を定
めるとともに、本市及び防災関係機関等との情報通信体制の整備等
について定める。
災害の発生後から応急対策の終了に至るまで、防災関係機関が行
う応急対策に係る措置について定める。
被災者の生活支援、公共施設等の災害復旧と都市の復興等につい
て定める。
大規模地震対策特別措置法に定める、東海地震に関する警戒宣言
等が発令された場合に対処する、事前対策について定める。
ライフライン施設管理者及び輸送施設管理者の防災計画について
定める。
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計画の体系
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②

風水害対策編
風水害対策編は、特に風水害の被害想定は行っておらず、川崎市の地勢、社会条

件、気象状況及び既往の風水害を前提として計画を策定している。その主な内容と
計画の目次は次に示すとおりである。
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計画の体系
市民・企業・行政が
一体となった防災体
制の確立

総

則

災害予防計画
地域防災計画

風水害対策

災害応急対策計画

震災対策編

都市災害対策編

災害復旧計画

公共事業施策
防災計画

66

第１章

計画の方針

第２章

防災関係機関の業務大綱

第３章

本市の自然と災害

第１章

防災まちづくりの推進

第２章

防災対応力の向上

第３章

防災訓練の実施・指導

第４章

災害弱者対策

第５章

避難所及び地域防災拠点の整備

第６章

防災ボランティアとの連携害

第１章

防災組織体制

第２章

川崎市災害対策警戒本部

第３章

川崎市災害対策本部

第４章

災害対策要員の動員・配備

第５章

広域応援体制

第６章

情報の収集と伝達

第７章

災害時の広報・広聴

第８章

消防の警防体制

第９章

警備・交通対策

第１０章

避難対策

第１１章

がけ崩れ災害対策

第１２章

医療救護

第１３章

飲料水・食料・生活必需品の供給

第１４章

障害物の除去

第１５章

輸送対策

第１６章

廃棄物処理計画

第１７章

防疫・保健衛生

第１８章

行方不明者の捜索・遺体の取扱い

第１９章

文教対策

第２０章

応急住宅対策

第２１章

公共的施設等の応急対策

第２２章

災害救助法

第１章

民生安定のための緊急措置

第２章

公共施設の災害復旧

第１章

電力施設防災計画（東京電力株式会社）

第２章

ガス施設防災計画（東京ガス株式会社）

第３章

通信施設防災計画（東日本電信電話株式会社）

③

都市災害対策編
都市災害対策編は、いわゆる自然災害とは異なり、都市の特殊性に原因を帰する

災害に対して作成したものであり、一般的な災害予防計画、災害応急対策計画、災
害復旧計画とともに、地下街・高層建築物、鉄道、高速道路、原子力災害、海上災
害、航空災害、危険物等について個別の防災計画を作成している。その主な内容と
計画の体系は次に示すとおりである。
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計画の体系
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（２）各区地域防災計画の目的と内容
各区においては、区地域防災計画が作成されている。この計画は、関連機関から
なる防災会議により策定されたものではなく、川崎市地域防災計画及び関係法令等
と整合性・関連性を持たせ、区民にとって身近な災害予防や災害応急対策を総合的・
計画的に実施することにより、「自助」
「共助」の推進を持って地域防災力を強化す
ることにより、区民を安全・安心な地域生活環境の整備を図ることを目的としてい
る。対象とする災害は、震災及び風水害を中心に定め、他の災害等においてもこれ
を準用することにより対応するとしている。
内容をみると、各区とも「第 1 章 総則」
「第 2 章 災害予防」
「第 3 章 災害応
急対策」「第 4 章

区民生活の安定」
「第 5 章 東海地震に対する対策」から構成さ

れており、各章の内容も「がけ崩れの防止」
「一時滞在者の対策」
「遺体の取扱い」
等において異なる箇所もあるが、ほぼ各区ともに同様な内容となっている。
表

各区地域防災計画の対象範囲

項目
第１章 総則
１ 基本方針
２ 区の概要
第２章 災害予防対策
１ 防災組織体制
２ 地域防災拠点の活用
３ 避難施設
４ 緊急輸送体制
５ 災害に強い地域づくり
６ 災害に強い街づくり
（ 「がけ崩れの防止」の有無）
７ 災害時要援護者の支援
８ 一時滞在者の対策
第３章 災害応急対策
１ 区本部
２ 情報の共有
３ 地域における救助と救護
４ 避難対策
５ 地域医療救護体制
６ 物資の供給
７ 応急危険度判定
８ ごみ・し尿処理
９ 遺体の取扱い
10 消防対策
11 警備活動
12 ライフライン
13 防災ボランティア
14 公共施設等
第４章 区民生活の安定
１ 被災者への生活支援
２ 被災者の住宅確保
第５章 東海地震に対する対策
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（３）川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現在）の概要
川崎市地域防災計画のうち震災対策編については、地域防災計画の実効性を高め、
その目的の達成のために実行計画となる「川崎市震災対策行動計画」
（平成２０年３
月現況）が作成されている。ここでは、まず、川崎市震災対策行動計画の概要を示
す。
①

策定の背景
川崎市では、平成７年１月１７日に発生した兵庫県南部地震を教訓に、震災対策

の取り組み方針として「７つの基本方針」立てた。この方針を基に、庁内に「直下
型地震対策検討委員会」（委員長：助役）を設置し、「川崎市地域防災計画（震災対
策激甚災害編）第１次案」を策定し、緊急に見直しの必要がある「２１の中項目」
と「１２８のアクションプラン」を掲げ、各種施策を実施してきた。しかしながら、
取り組みを総点検した結果、施設整備や物資の供給、通信設備の導入などハードの
整備に重点が置かれてきたため、これまでの地震対策を見直し、平成１４年８月に
「川崎市防災会議防災対策検討委員会」を設置し、課題と解決に向けた検討を重ね
た。そして、平成１６年３月には「５つの目標」からなる「川崎市震災対策行動計
画（素案）を策定し、新総合計画との整合を図りながら事業を推進してきた。この
ような中で「新潟県中越地震」、「能登半島地震」
、「新潟県中越沖地震」が発生し、
川崎市においても地域防災計画の緊急点検を行い、新たな課題の抽出を行った。
当該川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現在）は、平成１５年度に策定さ
れた素案を基に推進してきた結果を踏まえ、時点修正や今後の推進目標を見据えた
修正となっている。
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②

川崎市地域防災計画との関係
「川崎市震災対策行動計画」は、川崎市地域防災計画（震災対策編）の実効性を

高め、その目標達成のため、詳細な年次計画の施策を実施するための実行計画と位
置付けられている。
③

川崎市震災対策行動計画の基本的な考え方

１）目的
「減災」を目指すための積極的な取り組みを示し、地域防災計画の実効性をより
高めるため、具体的施策を実践し、地震災害に強いまちづくりを目指すとしている。
２）理念
震災対策は、個人・地域・企業・行政が一丸となって取り組んで大きな効果が得
られることから、
「協働防災社会の形成と減災を目指して」－市民の力を活かした震
災対策に取り組み、被害を軽減させていきます－を理念に「向こう三軒両隣」の地
域コミュニティを重視しながら、市民の力を活かした震災対策に取り組んでいくと
している。
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３）計画期間
「既に着手しているものも含め早期の実現を目指す」としており、特に期限を設
けてはいない。
④

目標と施策
震災対策行動計画は、
「５つの目標」と「１０の施策の柱」を立てて、具体的な施

策を実施している。
目標と趣旨
目標
地震対策を推進するための
基盤づくり
地域防災力の向上

趣旨
市民が防災を身近に感じられるようなイベント
の開催など震災対策の基礎を作り「減災」を目指す。
「自助」
「共助」
「公助」の役割分担を図るために、
市民、地域住民組織の防災意識を高め、地域防災力
の向上を図る。

地震に強いまちづくりの実
現
防災体制の強化

個人住宅や防災上重要な市保有施設の耐震化を
推進し、質の高いまちづくりを実現する。
地震災害に対する初動体制の強化を図るため、職
員の動員・配置体制の見直し、長期化する災害対策
本部の運営方法の検討、所掌業務に応じた行動マニ
ュアルや図上訓練の実施など職員の危機意識の向
上を図る。

生活安定と復興に向けた体
制づくり

災害時要援護者への配慮、住宅確保や健康管理、
物資の安定供給、情報の提供など災害時の対応や役
割分担等について実践的な方法を定める。
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施策の体系
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（４）川崎市地域防災計画（震災対策編）の実施・実行状況
「川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）
」
（以下、
「行動計画」という。
）
を用いて、川崎市地域防災計画（震災対策編）の実行・実施状況を見てみる。
なお、地域防災計画に掲載されている「第６部
「第７部
①

東海地震に係る事前対策」及び

公共事業施設防災計画」は行動計画に反映されていないので省略する。

「第 1 部

総則」

総則は、計画の方針をはじめ、川崎市及び防災関係機関等が防災に関し処理すべ
き事務又は業務の大綱について定めており、計画の根拠となる被害想定も含まれて
いる。
行動計画では、次の施策が実施されている。
○「市民・企業・行政による協働防災体制の確立」として、平成１８、１９年度の
総合防災訓練と同時に、防災フェスティバルを実施している。
○川崎市の地震被害想定調査は、昭和６３年及び平成９年に実施されており、被害
想定の対象やデータについて、再検討する必要がある。行動計画では、平成２０
年度から平成２１年度にかけて地震被害想定を実施し、自主防災組織の活動状況
や市民の防災意識について調査を行うとしている。
○市民の安否確認システムについて、平成２０年度に開発する総合防災情報システ
ムに組み込む予定にしている。
○緊急地震速報の技術的活用については検討が済んでおり、学校、病院などの導入
について引き続き検討するとしている。
②

「第２部

災害予防計画」

災害予防計画は、災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限に止めるために
市及び防災関係機関等が日ごろから行うべき措置等について定めており、
「防災都市
づくり」「公共施設の安全対策」「地震火災の防止」等のハード整備のほか、市民・
企業等の「防災力の向上」「災害時要援護者対策」「防災ボランティアとの連携」等
のソフト対策も含まれている。
行動計画では、次の施策が実施されている。
１）第１章

防災都市づくり

○「第２節

災害に強い街づくり」に関して、都市計画マスタープランに都市防災

に向けた総合的なまちづくりの基本方針をとりまとめた。また、密集市街地にお
いては、
「地震時等において大規模な火災の可能性があり、重点的に改善すべき密
集市街地」として指定した地区が市内に３箇所存在し、不燃領域率４０％以上と
なるように市街地の改善を目指すこととしている。
○「第４節

建築物の耐震・不燃化の促進」に関して、耐震診断士派遣制度の実施

や既存建築物等耐震改修促進実施計画の策定等一般建築物等の耐震化を推進して
いる。
○「第５節

オープンスペースの確保」に関して、民間再開発の誘導による公開空

地の確保、市民防災農地の確保、公園緑地の整備・拡充によって避難地・避難路
等を確保してきている。
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２）第２章

公共施設等の安全対策

○「第１節

道路・橋りょう施設の安全対策」、
「第３節 港湾施設の耐震化」
、「第

4 節

重要建築物及び特定建築物の安全対策」、
「第５節 上下水道の安全対策」

に関して、道路・橋梁等の耐震化、港湾施設の耐震化、市立小・中学校及び高等
学校や庁舎・市立病院等の公共施設、上下水道施設の耐震化が推進されている。
○「第６節

転倒・落下防止対策」及び「第７節 災害時交通ネットワークの形成」

に関して、避難地・避難路等の確保の観点から、危険なブロック塀の改善指導の
実施、屋外広告物等の改善指導の実施等をはじめ、幸町緊急船着場の緊急河川輸
送機能を活用した水上輸送の検討が上げられている。
３）第４章

防災拠点の整備

○応急仮設住宅の建設可能地として、空地の情報を把握し効率的に活用できる体制
づくりについて検討するとしている。
４）第７章

防災力の向上

○「第１節

防災意識の啓発」に関して、テキストやイベントによる防災教育活動

の推進、防災研修会・防災講演会活動、防災啓発冊子の作成や協定締結メディア
への防災情報の提供等を推進している。
○「第２節

自主防災組織等の育成」に関して、防災に関わる人材及び地域コミュ

ニティ活動を把握・支援、自主防災組織への助成、自主防災組織が保有する防災
資機材のデータ化や補助制度の見直し等を行うとともに地震被害想定調査（平成
２０年度～平成２１年度）における自主防災組織の活動状況、市民の防災意識に
ついての調査を行うことにしている。
○「第４節

企業市民としての防災対策の確立」に関して、企業との連携を図るた

めに、市内企業との協定の締結を実施するとともに協働体制の構築を図っていく
こととしている。また、防災フェスティバルを平成１７・１８年度に実施してい
る。
○「第７節 防災訓練の実施」に関して、初期消火訓練や医療救護訓練等をはじめ、
学生を交えた訓練、地域における実践的な訓練を実施するとともに、防災インス
トラクターによる DIG（災害図上訓練）等を実施していくとしている。
５）第８章

災害時要援護者対策の推進

○災害時要援護者対策として、
「福祉施設と周辺地域住民との共助体制を構築・強化
する方策の検討」、「社会福祉施設等と二次避難所としての利用協定の締結」、「災
害時要援護者避難支援制度の充実強化」
、
「視聴覚障害者及び外国人市民へ向けた
広報手段、手法について関係局との協議」
、「災害時における住宅等の確保」等を
実施している。
③

「第３部

災害初動対策計画」

災害初動対策計画は、災害発生直後にとる初動対策について、市の体制整備を定
めるとともに、情報通信体制や広域応援体制について定めている。
行動計画では、次の施策が実施されている。
１）第１章

組織、第２章

配備
75

○「り災状況の把握方法の検討」、
「災害対応職員の食糧、ローテーション等の検討」
等を実施している。
２）第３章

初動活動体制

○「災害対応マニュアルの策定（平成１８年度）
、災害対策本部実施要綱の改正及び
災害対策本部運用マニュアルの作成（それぞれ平成１９年度）
」
、
「八都県市や自衛
隊等との図上訓練による危機管理体制の検証」、
「職員意識向上のための研修の実
施」、
「新学校防災マニュアル作成指針（確定版）を策定し全市立学校に配布」等
を実施している。
３）第４章

災害情報の収集・伝達

○「庁内イントラネットシステムを活用した総合的防災情報システムの運用」、
「情
報機器の耐震性確保」、「視聴覚障害者及び外国人市民へ向けた広報手段、手法に
ついて関係局との協議」、
「災害時医療拠点病院（民間３病院）へのデジタル移動
無線の設置」、
「デジタル移動系システムを活用した情報収集・伝達の高度化」
、
「防
災行政無線の不感地帯の把握と代替手段等の検討」等実施している。
④

「第４部

災害応急対策計画」

災害応急対策計画は、災害の発生後から応急対策の終了に至るまで、防災関係機
関が行う応急対策に係る措置について定めている。
行動計画では、次の施策が実施されている。
１）第１章

消防対策

○消防力の強化を図るために「中原消防署に震災対応用特殊車両を結集し震災対応
力の強化を図る。」
、
「耐震性の高い貯水槽の整備」
、
「非常用消防車及び救急車の充
足率１００パーセント以上の維持」等推進している。
２）第４章

避難対策

○避難所の運営体制を整備するために「避難所運営会議の活動促進に向けた働きか
け」、「避難所運営マニュアルの作成と避難所運営会議への配布」等を行ってきて
いる。
３）第６章

医療救護

○地域の医療・救護体制を強化するため「医師会における医療救護班の派遣体制の
見直しと現実的に実行可能なマニュアルへの改定作業の実施」、
「薬剤師会におけ
る薬剤師班の派遣制度の見直しへの着手と実現可能なマニュアル策定の検討」、
「医療救護運営マニュアルの策定（平成１８年３月）
」、
「救急車以外の負傷者搬送
体制の検討」、「災害現場におけるトリアージ（傷病者重症度判定）システムの検
討」等を行ってきている。
○被災者のメンタルヘルス体制の構築のために「従業者向けパンフレットの作成（平
成１９年度）」、
「精神科救護本部運営指針（案）の作成」等を行ってきた。
４）第７章

飲料水・食糧・生活必需品の供給

○市民参加による応急給水訓練の実施、半径１ｋｍ以内で受水できるよう給水拠点
の増設等を推進していく。
○「備蓄物資配備指針の策定（平成１９年度）と平成２０年度から実施される被害
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想定調査結果をもとにした備蓄計画の策定」
、「米穀の在庫状況の確認」
、
「支援物
資の輸送手段について防災訓練による検証」、「全国中央卸売場協会関東支部との
協定（平成７年度）及び卸売市場内事業者との協定（平成１９年度）の締結」
、
「必
需物資の品目を追加し再協定の締結を行うとともに情報伝達訓練の実施」、
「災害
用トイレの備蓄目標（２,７００台）を上回る整備の推進」等を行うこととしてい
る。
５）第８章

輸送計画

○緊急輸送路・緊急交通路について市民への周知徹底を図るため、緊急交通路のネ
ットワーク上で重要な地点に緊急交通路標識を平成１９年度に１３基、平成２０
年度に９基設置し、平成２１年度に１１基設置予定となっている。
６）第９章

応急危険度判定

○応急危険度判定業務が円滑に行われる体制の整備について検討している。
７）第１０章

災害廃棄物等処理計画

○建築物の倒壊等による瓦礫等や避難所からのごみ・し尿を迅速かつ適正に処理す
るため、災害発生初動期の基本計画は作成しているが、さらに検討を進めている。
８）第１２章

遺体の取扱い

○遺体安置所運営マニュアルの作成し、遺体安置所の追加指定についても行ってい
く。
○平成１８年度は、川崎葬祭具協同組合及びセレモニアグループ（有）佐野商店と
協定を締結し、平成１９年度は、神奈川県葬祭業協同組合及び（社）全国霊柩自
動車協会と協定を締結した。
○平成１８年度「かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑災害時マニュアル」を作
成し、火葬業務受託者との協定を締結した。今後は、マニュアルの検証を行い必
要に応じて見直しを行うこととしている。
９）第１４章

応急住宅対策

○生活関連情報の収集体制及び提供体制の整備について、情報の特定、収集や提供
手法について関係局と協議していくとしている。
○災害時に応急仮設住宅を迅速に供給し、適切に管理するため、
「神奈川県応急仮設
住宅マニュアル」に基づき、本市における役割分担を検討している。
○旅館団体や不動産管理団体などの関係団体と、協定の締結等について検討を進め
ている。
⑤

「第５部

災害復旧計画・復興体制」

災害復旧計画・復興体制は、被災者の生活支援、公共施設等の災害復旧と都市の
復興等について定めており、行動計画では、次の施策が実施されている。
○復興に向けた準備として震災復旧・復興組織体制の整備、震災復興計画策定のた
めのマニュアルづくりについて関係局と協議している。
（５）各区地域防災計画の実施・実行状況
川崎市地域防災計画（震災対策編）と同様に「行動計画」を用いて、各区地域防
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災計画の実行・実施状況を見てみると次のとおりである。
区においては、「災害初動対策計画」に関して取り組みがなされており、「災害対
策本部運営体制の見直し」として「参集・配備計画の見直し」、
「緊急管理必携カー
ドの作成」、
「地域安全担当主幹の配置」等を実施している。また、
「震災時危機管理
能力の向上」として区地域防災計画の作成、区本部立ち上げ訓練の実施等を行って
いる。さらに「災害時の情報の確保」として情報処理の手引の修正と区職員への研
修の実施を行っている。
このように、区における防災の取り組みは、震災直後における区防災体制の立ち
上げが主な内容となっている。
（６）川崎市地域防災計画（震災対策編）の課題
①

減災目標の設定
計画の前提となる「地震被害想定」
（昭和 63 年、平成 9 年）の結果について、
計画の内容にどのように反映しているかが不明である。すでに、中央防災会議は
「地震防災戦略」を決定して、減災目標を示していることから、少なくとも次期
の地域防災計画においては、減災目標を設定して計画内容と整合を図ることが必
要である。
行動計画では、平成２０年度から平成２１年度にかけて地震被害想定を実施す
ることになっている。このため、新しい被害想定においては、阪神淡路大震災で
問題となった電気火災や自力脱出困難者等の新しい課題について推計するととも
に、被害想定結果を踏まえた減災目標と防災計画を立案する必要がある。

②

市街地延焼火災対策の推進
行動計画は、川崎市地域防災計画（震災対策編）の一部についてのみカバーさ
れており、全部の課題について施策化されているわけではない。
特に、既存の被害想定でも大きな被害が予想されている火災被害をみると、Ｓ63
年南関東地震では 32,800 棟（木造）
、Ｈ９年近距離地震では 47,500 棟（木造・強
風）、Ｈ11 年南関東地震（県）では 21,000 棟、という結果が示されており、この
数値（焼失棟数）は、阪神・淡路大震災の全半焼棟数約 7,100 棟と比して異常に
多い値である。
市街地火災の場合、気象条件が大きく作用するので一概には言えないが、焼失
棟数が桁違いに多いということは、延焼火災を起こしやすい市街地が形成されて
いることを物語っている。
しかし、行動計画では、地域防災計画で示されている第２部「第１章第３節

都

市の防災構造化」、「第３章 地震火災の防止」について何も実施されておらず、
基本的な対策として火災に強いまちづくりの視点が欠けている。
③

地盤災害の防止
川崎市の場合、
「ゆれ易さマップ」で示されるように、川崎区・幸区において“ゆ
れ易い”地域（いわゆる軟弱地盤地）が広範に存在する。また、
「大規模盛土造成
地マップ」に示されるように、市内には極めて多数の盛土造成地（いわゆる地す
べり危険地）が存在するにもかかわらず、地域防災計画で示されている第２部「第
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６章

地盤災害の防止」については、行動計画が示されておらず、具体的な安全

化対策が実施されていない。
④

家具転倒防止・ガラス飛散防止等の推進
地域防災計画第２部「第 1 章 防災都市づくり」に関する分野は、防災対策全
体の中でも最も基本となる対策である。災害に強い街づくりや一般建築物の耐震
化等が計画の柱となっているが、人身被害の防止を考慮すると、ガラスの飛散防
止、家具・備品の転倒防止等も合わせて推進する必要がある。特に、高齢者世帯
や障害者世帯には優先的に普及する方法等を検討する必要がある。また、市役所、
区役所、学校、保育園等の公共建築物においても、同様に備品の転倒防止、ガラ
スの飛散防止等の対策が必要である。

⑤

地域特性を捉えた自主防災組織の育成
地域防災計画第２部「第７章 防災力の向上」では、
「自らの身の安全は自らが
守るのが防災の基本」として、市民、企業の自覚の上に、知識の習得と市が実施
する事業への協力が求められ、防災意識の啓発や自主防災組織等の育成、防災訓
練の実施等の施策が述べられている。
行動計画においても、自主防災組織の育成では、自主防災組織に対する各種助
成制度の推進、地域防災パワーアップモデル事業の制度化等実施してきているが、
自主防災組織は、通常地域による格差が著しく、画一的な対処方策で課題が解消
されるとは考えられない。
各地域の自主防災組織における防災力がどの程度の活動力があり、地域社会の
防災活動をどの程度担うことが可能か、あるいは自主防災組織が抱えている課題
は何か、などを把握した上で地域団体（地縁組織）への対応方針が示される必要
がある。地域防災計画は、
「自助・共助」の考え方に反して自主防災組織の実態把
握を十分に行うことなく、個別施策が列挙されているように思われる。

⑥

地域の活動を街の改善に反映する仕組みづくり
現行の自主防災組織は、自らの意識啓発と発災した災害への対応を中心とした
活動になっており、災害自体の発生を減らすよう地域の環境を改善していく仕組
みが存在していない。
地震防災対策は、発生する災害そのものを減らすとともに、仮に災害が発生し
ても局力最小限に抑えることが必要とされており、一般的に、前者が予防対策で
あり、後者は応急復旧対策といわれている。市民は、地域で発生する災害の最前
線で生活しており、災害を未然に防止するためには、地域で生活している住民の
意見を街の防災改善に活かす、又は住民組織が自らの街の防災改善を担うことが
できるような仕組みを作る必要がある。
行動計画では、
「地域防災力の向上」の一環として「住民（自主防災組織）によ
るハザードマップの作成」が挙げられており、
「一部の自主防災組織において、ハ
ザードマップを作成した。」とされている。このハザードマップの作成は、地域の
実情を踏まえた防災対策を実施するためには有効な活動であるが、地域の環境改
善に結び付ける政策的な仕組みが存在しないため、地域の防災力の向上にとって
不十分な仕組みとなっている。
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⑦

地域と協働した災害時要援護者の避難支援体制づくり
阪神・淡路大震災の重要な教訓の 1 つに要援護者支援対策が指摘されている。
特に、高齢者、障害者対策は災害時においては、あらゆる分野において極めて不
利な立場に置かれることから、行政としての基本方針を整理し、具体的な対策を
優先的に講じる必要がある。この場合、行政的対応には限界のあることは明らか
であることから、地域組織（町会・自治会等）との協議の場をつくり、地域の実
情を踏まえた現実的方向性を示していくことが必要である。

⑧

地域、学校、行政が協働する避難所運営マニュアルの作成
⑦と同様、阪神淡路大震災の教訓として、避難所の運営が円滑に行われず、災
害時要援護者を中心として震災関連死が多かったことが挙げられている。また、
避難所の運営主体も行政職員や学校教職員に頼らざるを得なかった避難所では、
学校機能の回復が遅れたり、避難者の自立が遅れたりする等の問題があった。こ
のため、あらかじめ、自治会・町会、自主防災組織、学校施設管理者、市区職員
等の関係者が集まり、災害時の避難所運営について検討しマニュアル化すること
が望ましい。
行動計画では、第４部「第４章 避難対策」に関連して、
「モデルとなる運営マ
ニュアルを作成し、各避難所運営会議に配布した。
」としているが、避難所運営体
制をはじめ、避難所の開設方法、被災後の施設の安全点検方法、被災者の状況の
応じた避難スペースや供給処理スペースの確保方法、災害時要援護者への配慮等、
一定の条件のもとに検討し、訓練を通じて検証することが必要である。

⑨

地域防災拠点における運営体制の確立
地域防災計画第２部「第４章 地域防災拠点の整備」では、市内５１の中学校
と南部防災センターを地域防災拠点として、避難収容機能、物資備蓄機能、応急
医療救護機能、情報収集伝達機能を有する施設として整備を図るとしている。そ
して、第３部「第４章

災害情報の収集・伝達」において、災害発生情報及び伝

達系統に地域防災拠点が位置付けられており、現状で大地震が発生した場合に、
地域防災拠点として運用されることが伺える。しかし、地域防災計画では、地域
防災拠点の運営体制や運営方法、また、拠点が有するとされるそれぞれの機能の
内容が明らかにされていないため、災害時にはその運用を巡って混乱するおそれ
がある。このため、今後は、運営体制における区役所の役割も含めて、内容を明
らかにしていく必要がある。
⑩

各活動部・班における「災害時行動マニュアル」の作成
被災後は、災害初動対応計画及び災害応急計画を迅速に実施する必要がある。
このため、平常時から非常時の行動マニュアルを作成し、訓練等をとおして検証
するとともに、あらかじめ実施すべき対策について準備する必要がある。
例えば、被災直後は、市内の被災状況を迅速に把握し、必要に応じて県や他自治
体等に応援を要請することが考えられるが、その際に、地域の被災状況をどのよ
うに収集し整理するのか体制と手順を整える必要がある。また、被災後、一か月
位の間に家屋被災者が、保険や公的な救済措置を受けるため、市は、り災証明書
を発行する必要がある。その際、事前に被災建物の被災状況の判定を行うととも
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に家屋の居住者や所有者等を明らかにしたり災台帳を作成する必要があり、調査
要員の確保、調査方法を記載したマニュアルの準備と調査員の訓練、またり災台
帳を作成する際に固定資産税台帳を使用する場合、個人情報の保護に関してどの
ように対応するか等事前に準備すべき課題は多い。
⑪

川崎駅等主要ターミナル駅地区における混乱防止対策の推進
JR 川崎駅、京急川崎駅、武蔵小杉駅等の主要ターミナル駅では、震災に伴う鉄
道の運行停止等により、帰宅困難者の発生等が滞留し混乱に陥ることが予想され
る。このため鉄道機関、市区、警察、商店街、自治会・町会等が連携して、情報
の収集と伝達、一時待機場所への誘導、帰宅困難者等への対応等を検討する必要
がある。

⑫

災害復興マニュアルの整備
大規模災害時には、災害の応急復旧とともに、被災者のくらしを一日でも早く
震災前の状態に戻し、あるいは新しい環境の下で新たなくらしのスタイルを構築
するために、災害後、被災地区の円滑な再建が可能なように復興本部条例等必要
な条例の準備、復興の手順、地域対応の方法、導入可能な事業制度等を事前に整
理し、復興マニュアルを市として整備しておくことが必要である。
特に、阪神淡路大震災時の神戸市等で見られた激甚被災地における建築規制と
都市計画指定に係る混乱の教訓を踏まえて、激甚災害が予想される地域における
日頃からの防災街づくりは、災害を予防し、仮に被災した場合でも、日常の街づ
くりの経験が円滑な復旧復興に有効であると考えられる。

（７）各区地域防災計画の課題
各区における地域防災計画においても、市計画と同様、区の「地震被害想定」を
踏まえ、減災目標を定め、地域安全化への防災戦略を持って取り組む必要がある。
特に、市が推進している木造家屋密集地区や丘陵地における造成宅地における防
災対策は、物的な施策のみでは改善が難しいと考えられ、区と地域が協働してより
地域の安全性を高めるような取り組みを推進することが必要である。また、災害時
要援護者の避難支援対策や避難所の災害時運営マニュアルの作成に関しても地域と
区が中心となり関係者と連携して実施していく必要がある。
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節

第１章 防
災都市づく
り

第２節 災害に
強い街づくり

第２部 災害予防計画

第1章 計
画の方針

第 1 部 総則

章

地域防災計画（震災対策編）

震災に強いまちづくり
の推進

地震防災に関する調
査･研究の実施

市民･企業･行政による
協働防災体制の確立

行動計画

施策項目

密集市街地の改善
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平成 23 年度

継続

平成 20 年度

緊急地震速報の利用に
ついての調査・研究

防災都市計画の推進

平成 21 年度

総合防災情報システム
の導入整備

平成 21 年度

・都市計画マスタープランを策定し、都市防災に向けた総合的なまちづく
りの基本方針をまとめた。
・市総合計画の第 2 期実行計画（平成 20 年度～平成 22 年度）では、復
興過程における都市計画や、その視点からの都市防災のあり方につい
て、調査・検討していく。
・不燃領域率（地区の面積に対する耐火性能の優れた建物や空地の割
合）が、４０％以上となるように市街地の改善を目指す。

･技術的活用については検討を実施済
･学校､病院などの必要度･優先度の高い施設への導入について､引き続
き検討する｡

･総合防災情報システムを整備する｡
･平成 18 年度､震災対策支援システムを震災総合シミュレーションシステ
ムに置き換えた｡

･平成 20 年度に開発する､総合防災情報システムに組み込む予定｡

･平成 20 年度から平成 21 年度にかけて実施する､地震被害想定調査に
おいて､自主防災組織の活動状況や､市民の防災意識について調査を行
う｡

･他都市における状況調査

継続

平成 21 年度

・防災フェア 2006in とどろき(平成 18 年度総合防災訓練と同時開催）
・防災フェスタｉｎＴＡＫＡＴＳＵ（平成 19 年度総合防災訓練と同時開催）

取組状況

継続

目標年次

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

防災フェスティバルの効
果的な実施
既存不適格建物の耐震
促進のための「新たな
制度」創設のための調
査・研究
地域危険度評価システ
ムの構築に向けた調
査・研究
市民の安否確認システ
ムに関する調査・研究

川崎市地域防災計画（震災対策編）の取り組み状況

第２章 公
共施設等
の安全対
策

章

避難地・避難路等の確
保

第５節 オープ
ンスペースの確
保

第３節 港湾施
設の耐震化
第４節 重要建
築物及び特定
建築物の安全
対策
市立小・中学校及び高
等学校の耐震化
公共建築物（庁舎・区役
所）の耐震化

公共施設の耐震化の
推進
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平成 27 年度

継続

平成 31 年度

平成 24 年度

橋梁の耐震化
港湾施設の耐震化

平成 21 年度

歩道橋施設の耐震化

継続

継続

公園緑地の整備・拡充
道路施設の耐震化の検
討

継続

継続

平成 24 年度

継続

目標年次

市民防災農地の確保

民間再開発の誘導によ
る公開空地の確保

川崎市木造住宅耐震診
断助成金交付制度の充
実
既存建築物等耐震改修
促進実施計画に基づく
耐震改修の促進

施策項目

・市立学校の耐震診断結果を公表した。
・耐震補強工事（平成 20 年度完了）や大規模改修工事（平成 22 年度まで
に着手）を継続して推進する。
・平成１９年度中に耐震対策実行計画を策定し、計画に基づき、耐震対
策を実施していく。

・千鳥町７号係船岸壁の耐震化及び東扇島コンテナ２号岸壁の整備を目
指す。

・これまでの震災による道路施設の被害状況、道路施設の耐震化の実施
状況等について、事例収集を行う。
・事例をもとに、具体的手法の検討を行う。
・耐震補強が必要な横断歩道橋について、落橋防止措置を行う。
・対象歩道橋１３箇所のうち、１０箇所完了している。
・落橋した場合の影響度がより大きい橋梁（跨線橋、跨道橋）等、重要性・
緊急度が高い橋梁の耐震補強を進める。

・広域避難場所として指定されている等々力緑地等の大規模公園緑地
や、一時避難地となる身近な公園緑地の整備を行った。引き続き、整備
の拡充を図る。

・平成２０年 1 月 1 日現在、４４２箇所の市民防災農地の登録を確保して
いる。

・再開発等促進区域を定める地区計画によって、計画的な土地利用を誘
導し、公開空地を計画的に確保した。今後も、引き続き計画的な誘導を
行っていく。

・既存建築物等耐震改修促進実施計画を策定した。

・耐震診断士派遣制度をはじめた。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

市立学校の耐震化の
推進

公共構造物の耐震化
の推進

一般建築物等の耐震
化の推進

第４節 建築物
の耐震・不燃化
の促進

第１節 道路・
橋りょう施設の
安全対策

行動計画

節

地域防災計画（震災対策編）

章

第７節 災害時
交通ネットワー
クの形成

第６節 転倒・
落下物防止対
策

第５節 上下水
道施設の安全
対策

節

地域防災計画（震災対策編）

避難地・避難路等の確
保

行動計画

継続

児童厚生施設の耐震化

継続
継続
継続

下水道施設の耐震化
水道施設の耐震化
危険なブロック塀の改
善指導の実施

継続

継続

落下物の改善指導の実
施
幸町緊急船着場の緊急
河川輸送機能を有効活
用する施設の整備
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平成 23 年度

北部市場
未定

消防署庁舎の耐震化

卸売市場の耐震化

南部市場
平成 22 年度

平成 20 年度

平成 25 年度

市立病院・社会福祉施
設の耐震化

川崎競輪場の耐震化

目標年次

施策項目

・既存施設を活用した水上輸送について検討する。

・屋外広告物許可更新手続時に、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、安全点検の義務付け、報告書の提出を求めてい
る。
・今後も引き続き指導を実施していく。

・対策の必要性や緊急性から、事業実施優先順位を定め、段階的に事業
に着手する。
・水道事業の再構築計画に基づき、長沢浄水場を主とする浄水施設、配
水池の耐震化を平成２８年度の完成を目標に実施する。
・年２区単位でフォローアップを行い、啓発・指導を実施している。
・今後も継続して改善指導を実施する。

・平成１８年度に高津消防署新作出張所の耐震対策を完了。・平成１９年
度に中原消防署新庁舎が竣工。・平成２１年度から幸消防署は新庁舎に
て業務を行う。・平成２２年度から臨港消防署の改築に着手予定。

・再整備中の南部市場については、平成１９年度に青果卸売事務所棟の
耐震対策を完了し、平成 22 年度に管理棟の対策を実施する。
・北部市場は、平成 23 年以降の再整備の中で実施していく。

・平成１９年度からメインスタンド耐震工事に着手している。

・旭町こども文化センターは、平成 20 年度に耐震補強工事の実施予定。
・日進町こども文化センターは、福祉センター再整備検討委員会で移転を
含めて検討する。

・老朽化が著しい井田病院について、新病院への建て替えに伴い、耐震
及び免震措置を施す。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

第１節 防災意
識の啓発

防災啓発メディアの充
実

防災研修会・防災講演
会活動の推進

防災教育活動の推進

継続
平成２１年度

継続

継続

防災に関するライセン
ス制度の導入・推進
リスクコミュニケーション
の評価方法の検討
住民（自主防災組織）に
よるハザードマップの作
成

防災啓発冊子の作成

継続

継続

協定締結メディアの活
用

防災情報コーナーの設
置
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平成 20 年度
着手

継続

継続

目標年次

教育機関における防災
関連イベントの具体案
の検討と実施

防災教育用テキストの
活用

施策項目

第７章 防
災力の向
上

行動計画

利用可能な空地、施設
広域的な防災拠点機能
の実態把握と一元的管
の整備
理

節

・「テレビ神奈川」の地上デジタル放送に、防災気象情報の提供を開始し
た。
・「かわさきエフエム」の定期番組として、防災情報の提供を開始した。
・「レスキューナウ」との協定締結により、専用ページによる防災情報の提
供を開始した。
・防災ライブラリーを設置した。
・各種災害データ、防災に関する資料の閲覧コーナーを設けた。
・川崎市の災害概要を各区に送付し、閲覧利便性の向上を図った。

・平成１８年度に「備える。かわさき」を全戸配布し、以後、増刷を実施して
いる。
・平成１９年度に、通勤・通学者向けの「備える。かわさき ポータブル」を
作成し、配布した。

・一部の自主防災組織において、ハザードマップを作成した。

・平成２０年度から平成２１年度にかけて実施する地震被害想定調査に
おいて、地域危険度評価の手法と併せて検討していく。

・１９人のインストラクターを登録し、ぼうさい出前講座で活動している。

・地域との連携の中で、合同避難訓練等について検討を実施していく。
・地域とともに、防災関連イベントについて具体的に検討していく。

・テキストの随時改正を実施している。
・カリキュラムの中に防災教育を取り込み、定期的に実施している。

・応急仮設住宅建設可能地として、空地の情報を把握している。
・既に把握している情報を効率的に活用できる体制づくりについて検討す
る。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

第４章 防
災拠点の
整備

章

地域防災計画（震災対策編）

章

施策項目

地域防災活動の支援
体制の強化

企業との連携

防災訓練の充実・強化

第４節 企業市
民としての防災
対策の確立

第７節 防災訓
練の実施

継続

企業が持つ防災資源の
提供や企業による人的
支援の可能性について
の検討

初期消火訓練の効果的
な推進
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平成 21 年度

地域危険度評価システ
ムの構築に向けた調
査・研究

継続

継続

継続

自主防災組織の要綱
（規約）・組織の整備状
況の把握及び整備

防災フェスティバルの効
果的な実施

継続

継続

自主防災組織等の活動
に対する助成制度の推
進
地域の防災資機材の把
握と支援体制の推進

継続

自主防災組織及び地域
コミュニティの活動状況
や専門技術を持った人
材の把握と整理

平成 21 年度

目標年次

・消防団、消防職員による訓練指導を継続して実施している。
・総合防災訓練に参加型訓練として、積極的に取り入れる。

・防災フェア２００６in とどろき（平成１７年度総合防災訓練と同時開催）
・防災フェスタ inTAKATSU（平成１８年度総合防災訓練と同時開催）

・市内企業数社と災害時における支援等について、新たに協定を締結し
た。
・企業連絡会議を設置し、協働体制の構築を図っていく。

・平成２０年度から平成２１年度にかけて実施する地震被害想定調査に
おいて、自主防災組織の活動状況や、市民の防災意識について調査を
行っていく。

・自主防災組織の総会等の機会を捉え、活動要領や規約等の作成を働
きかけていく。

・自主防災組織が保有する防災資機材を調査し、データ化した。
・防災資機材購入に係る補助制度を見直した。

・自主防災組織に対する各種助成制度を推進している。
・地域防災パワーアップモデル事業の制度化により、自主防災組織以外
の活動団体に対する助成を行っている。

・防災インストラクター制度により、人材の把握に努めている。
・地域防災パワーアップモデル事業の制度化により、地域コミュニティの
活動を把握し、支援している。

・平成２１年度導入予定の総合防災情報システムにおいて、ポータルサイ
トを構築予定。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

市民のための危機管理 危機管理を目的とした
Ｗｅｂサイトの構築
Ｗｅｂサイトの構築

行動計画

第２節 自主防
災組織等の育
成

節

地域防災計画（震災対策編）

節

第１章 組
織
第２章 配
備

第３部 災害初動対策計画

第８章 災
害時要援
護者対策

章

地域防災計画（震災対策編）

災害対策本部運営体
制の見直し

災害時要援護者対策
の推進

行動計画

継続

継続

職員参集・配置計画の
検証及び周知

継続

継続

継続

継続

・災害時の福祉施設と周辺地域住民の共助体制を構築・強化する方策を
検討する。

継続

・各区において、非常参集訓練を実施し、職員参集・配備計画の検証を
行っている。
・平成１７年度、「危機管理必携カード」を作成した。

・区本部の職員参集・配備計画を見直した。
・今後も検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

・旅館業団体や不動産管理団体などの関係団体と、協定の締結等につ
いて検討を進める。

・平成１７年度から、社会福祉施設等と二次避難所としての利用に関する
協定を締結している。（１９年１２月現在、１４０施設）今後も引き続き二次
避難所の確保を図る。
・平成１９年１２月から開始した『災害時要援護者避難支援制度』につい
て、充実強化を図る。
・視聴覚障害者及び外国人市民へ向けた広報手段、手法について、関係
局と協議を行っていく。

・防災インストラクターによる指導を実施していく。

・防災インストラクターや消防職員による訓練指導を継続し手実施する。
・総合防災訓練における参加型訓練として、積極的に取り入れる。
・市総合防災訓練において、学生が参加する要援護者避難誘導訓練等
を実施する。
・今後は、学生が参加する様々な訓練の実施について検討する。
・引き続き消防団等の協力を得ながら、実践的な訓練を推進し、地域の
共助体制を確立していく。

取組状況

継続

職員参集・配備計画の
見直し

災害時要援護者に配慮
した避難施設のあり方
についての検討
災害時要援護者避難支
援制度の充実
災害時における広報の
普遍化
災害時における住宅等
（長期避難施設等）の確
保
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継続

学生を交えた防災訓練
の実施
継続

継続

医療救護訓練の効果的
な推進

地域における実践的な
訓練の推進
ＤＩＧ（災害図上訓練）の
推進
福祉施設と地域が一体
となった共助体制の確
立

目標年次

施策項目

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

第３章 初
動活動体
制

章

節

地域防災計画（震災対策編）

震災時危機管理能力
の向上

行動計画

継続
継続
平成 24 年度

平成 24 年度

図上訓練等による危機
管理体制の検証
災害時応援協定の検証
防災に従事する専門の
市職員の育成
職員の防災意識向上の
ための研修の実施
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継続

区での応急対応マニュ
アルの検証

継続

防災体制の見直し・改
善及び強化

平成 20 年度

継続

災害対応職員のローテ
ーションの検討

区における防災計画立
案能力の向上

継続

災害対応職員の食糧に
ついての検討

継続

継続

職員・家族の安否確認
方法の確立

意思決定プロセスのマ
ニュアル化

目標年次

施策項目

・防災に関する研修については、課題に応じて適宜開催していく。
・イントラネット上での研修方法については、引き続き検討していく。

・八都県市合同防災訓練、川崎市総合防災訓練及び八都県市合同図上
訓練等を実施し、適宜、検証を行っている。
・長期的な間隔での人事異動については、引き続き検討する。・講習会等
の受講については、継続的に実施していくとともに、受講者の処遇につい
ても検討していく。

・八都県市及び隣接市を含む自衛隊との合同図上訓練を実施し、危機管
理体制の検証を行う。

・区本部立上げ訓練等を実施し、応急対応マニュアルの検証を行ってい
る。

・平成１８年度に災害対応マニュアルを策定した。
・平成１９年度に災害対策本部実施要綱を改正し、併せて災害対策本部
運用マニュアル作成した。
・平成１８年度に、各区において「区地域防災計画」を策定した。
・区の防災体制の見直しとして、平成２０年４月から、各区に地域安全担
当主幹を設置する。

・勤務体制の変更やフレックスタイム制の導入などについては、引き続き
検討する。
・平成２０年度に、各区に地域安全担当主幹を設置する。

・職員のり災状況の把握方法等について、災害対策本部と連携しなが
ら、引き続き検討する。
・活動に必要な最低限の食糧について、災害発生時において、小売業、
卸売業、生活協同組合からの調達を円滑に行えるよう、経済労働局と協
議を図りながら検討する。
・職員のり災状況の把握方法等について、災害対策本部と連携しなが
ら、引き続き検討する。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

節

消防力の強化

避難所の運営体制の
整備

第４章 避
難対策

災害時の情報の確保

行動計画

第１章 消
防対策

第４部 災害応急対策計画

第４章 災
害情報の
収集・伝達

章

地域防災計画（震災対策編）

避難所運営会議の活動
促進

震災時の消防力の検証

震災時の消防力整備計
画の最適化
震災時の火災危険に応
じた消防水利の確保

災害時における広報の
普遍化
区における災害後の情
報収集、整理、広報の
マニュアル化
医療機関等との情報受
伝達体制の整備
デジタル移動系システ
ムを活用した情報収集・
伝達の高度化
防災行政無線不感地帯
の実態把握と改善

所管する情報機器の耐
震性の確保

危機管理マニュアルの
整備
学校職員における学校
防災マニュアルの整備
災害用イントラネットシ
ステムの検討

施策項目
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継続

継続

継続

継続

平成 22 年度

継続

平成 22 年度

平成 22 年度

継続

平成 22 年度

平成 21 年度

継続

継続

目標年次

・自主防災組織総会などの機会を捉え、継続して働きかける。

・非常用消防車及び救急車の充足率１００パーセント以上を引き続き維持
していく。

・川崎市消防水利規定を制定し、震災時の水利整備基準を策定した。

・平成２０年４月竣工の中原消防署に震災特殊車両を結集し、震災対応
力の強化を図った。

・平成２１年度に屋外同報無線のあり方について調査・検討を行う。

・平成１９年度に設置完了。

・災害時医療拠点病院（民間３病院）にデジタル移動無線を設置していく。

・各局区のマニュアルは、概ね整備されており、今後は必要に応じて見直
しを行っていく。
・平成１８年に「新学校防災マニュアル作成指針（確定版）」を策定し、全
市立学校（園）に配布した。
・各局区配置パソコン、庁内イントラネットシステムを活用し、総合防災情
報システムを運用する。
・主要機器については対応済
・残っている機器については、機器の置換に伴い順次耐震性を考慮した
設置方法に切り替える。
・視聴覚障害者及び外国人市民へ向けた広報手段、手法について、関係
局と協議を行っていく。
・情報処理の手引を修正するとともに、区職員に対し内容に関する研修を
実施した。
・マニュアルの作成については、引き続き検討していく。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

第７章 飲
料水・食
糧・生活必
需品の供
給

第６章 医
療救護

章

節

地域防災計画（震災対策編）

食料・生活必需物資等
の確保

応急給水体制の確立

被災者の支援・住宅確
保

地域の医療・救護体制
の強化

行動計画

・平成１８年３月にマニュアルを策定済。

継続

継続

食糧（米穀）の確保

物資・備蓄機能のあり
方についての検討
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継続

平成 21 年度

平成 24 年度

継続

応急給水活動の充実
水道施設の応急対策の
推進

平成 22 年度

平成 22 年度

・平成１９年度、従事者向けパンフレットを作成し、災害時のメンタルヘル
スへの理解を深めた。
・精神科救護本部運営指針（案）を作成した。今後、（案）をもとに設置に
向けた体制整備を整える。
・毎年実施している市内３箇所での市民参加による訓練及びサービス公
社による市民を対象とした応急給水訓練を引き続き実施していく。
・引き続き、給水拠点を増設していく。
・公園等に設置される循環式地下貯水槽については、平成２０年３月末
現在、貯水槽、貯水管を市内２２箇所に設置しており、今後、年間１～２
基ずつを増設し、平成２４年度までに７基（計２９基）の設置を目標とする。
・平成１９年度において、備蓄物資配備指針を策定した。
・平成２０年度から実施される新たな被害想定調査の結果をもとに、備蓄
計画を策定する。
・災害発生時に必要な米穀が確保できるよう、在庫状況等を随時確認し
ている。

・他都市、関係機関等から情報を収集し、引き続き検討していく。

・他都市、関係機関等から情報を収集し、引き続き検討していく。

・医師会において医療救護班の派遣体制の見直しを実施し、現実的に実
行可能なマニュアルへの改定作業を行っており、さらに、薬剤師会におい
ても薬剤師班の派遣体制の見直しに着手を開始し、現実的に実行可能
なマニュアルの策定の検討をしている。

平成 24 年度

・モデルとなる運営マニュアルを作成し、各避難所運営会議に配布した。

取組状況

継続

目標年次

災害時におけるメンタル
ヘルス体制の構築

災害現場等におけるト
リアージ（傷病者重傷度
判定）システムの構築

避難所運営マニュアル
の作成と検証
医師会・薬剤師会・看護
協会等の医療関係団体
との医療救護に関する
協定の検証
医療救護運営マニュア
ルの策定
救急車以外の負傷者搬
送体制の確立

施策項目

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

第１０章
災害廃棄
物等処理
計画
第１２章
遺体の取
扱い

継続
継続

平成 21 年度

平成 21 年度

生鮮食料品の確保
食糧等生活必需物資の
確保
備蓄及び救援物資の受
入体制の確立（災害用
トイレ）
緊急輸送路・緊急交通
路についての市民への
周知徹底

継続

継続

継続

ごみ・し尿・瓦礫等の収
集処理体制の確立
遺体安置所の運営マニ
ュアルの策定及び遺体
安置所の追加指定
葬祭業者等関係団体と
の協定締結

被災者の支援・住宅確
保
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平成 20 年度

継続

救援物資（備蓄を含む）
の輸送手段の確立

応急危険度判定体制の
見直し

目標年次

施策項目

・今後、危機管理室が中心となって、遺体安置所運営マニュアルを作成
する。
・遺体安置所の追加指定についても行う。
・平成１８年度、川崎葬祭具協同組合、セレモニアグループ（有）佐野商店
と協定を締結した。
・平成１９年度、神奈川県葬祭業協同組合、（社）全国霊柩自動車協会と
協定を締結した。

・災害発生初動期の基本的計画は作成しているが、検討が必要な項目
があるため、さらに検討を進めていく。

・引き続き応急危険度判定業務が円滑に行われる体制の整備について
検討する。

・緊急交通路のネットワークを形成する上で、重要となる地点に、緊急交
通路標識を設置する。
・平成１９年度に１３基、平成２０年度に９基、平成２１年度に１１基設置予
定。

・平成１９年８月現在２,４６５基を備蓄している。
・平成２１年度に、２,７００基を上回るよう整備を進める。

・平成７年、全国中央卸売場協会関東支部と協定を締結した。
・平成１９年度、新たに、卸売市場内事業者と協定と締結した。
・必需物資の品目を追加し、再協定を締結するとともに、新たに情報伝達
訓練を実施した。・今後は、協定の実効性を確保するため、輸送部分の
手続き等について検討する。

・支援物資の輸送手段については確立済。また、防災訓練において検証
を行っている。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

災害廃棄物対策の推
進

応急危険度判定体制
の整備

第９章 応
急危険度
判定

行動計画

緊急輸送路の周知

節

第８章 輸
送計画

章

地域防災計画（震災対策編）

節

第３章 復
興体制

行動計画

被災者の支援・住宅確
保

復興に向けた準備

第５部 災害復旧計画・復興体制

第１４章
応急住宅
対策

章

地域防災計画（震災対策編）

震災復興計画策定のた
めのマニュアルづくり
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平成 22 年度

継続

継続

災害時における住宅等
（長期避難施設等）の確
保

震災復旧・復興組織体
制の整備

継続

継続

生活関連情報の収集体
制及び提供体制の整備
応急仮設住宅建設の整
備

継続

目標年次

火葬計画の策定

施策項目

・引き続き、関係局と協議する。

・地域防災計画震災対策編（平成１８年度修正）において、復興体制につ
いて規定した。
・今後も引き続き効率的かつ計画的に行える組織体制の整備について検
討する。

・旅館業団体や不動産管理団体などの関係団体と、協定の締結等につ
いて検討を進める。

・災害時に応急仮設住宅を迅速に供給し、適切に管理するため、「神奈
川県応急仮設住宅マニュアル」に基づき、本市における役割分担を検討
する。

・情報の特定、収集や提供手法について、関係局と協議していく。

・平成１８年度、「かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑災害時マニュ
アル」を作成した。
・火葬業務受託業者と協定を締結した。
・今後はマニュアルの検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

取組状況

取り組み状況（川崎市震災対策行動計画（平成２０年３月現況）から）

Ⅱ―２．国の地震防災戦略に基づく川崎市の耐震化計画
中央防災会議の「地震防災戦略」（Ｈ17.3.30）は、その中で「減災目標の達成のために
は地方公共団体における重要であることから、減災目標及び具体目標を踏まえて、今後、
地方公共団体においても『地域目標』を策定することを要請する」としており、都道府
県並びに市町村は、それぞれ国の『地震防災戦略』を踏まえて、数値目標、達成時期、
対策の内容等を明示した『地域目標』を定めることが求められることとなった。
川崎市の場合、「地震防災戦略」との関係では、首都直下地震（18 ケース）の場合に
おいて震度 6 弱以上の地震動が予測される地震をみると、対象となる地震は、東京湾北
部地震Ｍ7.3、都心東部直下地震Ｍ6.9、都心西部直下地震Ｍ6.9、立川断層帯Ｍ7.3、伊
勢原断層帯地震Ｍ7.0、三浦断層群地震Ｍ7.2、多摩地域地震Ｍ7.3、川崎市直下地震Ｍ6.9、
横浜市直下地震Ｍ6.9、立川市直下地震Ｍ6.9、羽田直下地震Ｍ6.9、市原直下地震Ｍ6.9、
の 11 ケースが該当し、このうち川崎市の被害が最大となる地震を前提として「地域目標」
を策定することが求められている。
しかし、首都直下地震の地震防災戦略の公表（Ｈ18.4）から間もないこともあって、
現時点ではまだ川崎市の地震防災戦略のための「地域目標」は作成されていない。
なお、策定義務のある神奈川県の場合、平成 20 年 2 月 5 日に開催された神奈川県防災
会議の場で、地震防災戦略について、
「国は、既に東海地震や首都直下地震等を対象とし
た地震防災戦略を策定しており、都道府県版の地震防災戦略（地域目標）策定を要請し
ておりますので」
「平成 19 年度から 20 年度にかけて地震被害想定調査を実施し、その結
果を踏まえ、平成 21 年度に地震防災戦略を策定する予定」と報告している。
一方川崎市では、平成 17 年 3 月の中央防災会議「地震防災戦略」の決定を受けて、同
11 月に「（改正）建築物の耐震改修の促進に関する法律」
（注１）が成立したことから、
同法の第 5 条 7 項に基づき「川崎市耐震改修促進計画」
（以下「川崎市の促進計画」とい
う。）を平成 19 年 4 月に策定している。なお、この促進計画の位置づけは、同法並びに
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」
（平成 18 年 1 月 25
日 国交省告示）、及び同法第 5 条に基づき策定された「神奈川県耐震改修促進計画」を
踏まえて策定されたものである。
したがって、川崎市の「促進計画」は中央防災会議の言うところの川崎市版地震防災
戦略の『地域目標』ではないが、建築物分野に限定した「地域目標」ということができ
る。以上の前提の下に、ここでは川崎市の「促進計画」について整理、検討する。
（注 1）
（改正）建築物の耐震改修の促進に関する法律：
同法は、平成 7 年 1 月の阪神・淡路大震災で建築物の倒壊や火災によって多くの生命・
財産が失われたことから同年 12 月に制定されたものである。しかし、その後、建築物、
特に住宅の耐震対策は容易に進展しない状況のなかで、平成 17 年 9 月に中央防災会議
は建築物の耐震化緊急対策方針を決定し、
『社会全体の国家的な緊急課題』としたこと、
同 3 月の地震防災戦略において、死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるため
の最も重要かつ緊急としたことなどから、同 11 月に旧法が大幅に改正され、地方公共
団体による「耐震改修促進計画」の策定が位置付けられた。
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（１）「川崎市耐震改修促進計画」（Ｈ19.4）の目的と内容
①促進計画の目的
計画書では促進計画の目的を次のように整理している。
「川崎市耐震改修促進計画」は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を未然に防
止し、市民の生命及び財産を保護するため、旧耐震設計基準に基づき建築され、現行
の建築基準法に規定されている新耐震設計基準を満足していない既存不適格建築物に
ついて、耐震性の向上を図るために川崎市の基本的な施策を定めます。
」
②計画の枠組み
・促進計画の期間は、平成 19 年度から同 27 年度までの 9 年間。
③対象建築物
・旧耐震設計基準に基づき建設された建築物で、市域内に存在するもの。
④想定される被害地震
・被害地震について、昭和 63 年に被害予測を行った南関東地震、東海地震、近距離地
震、そして平成 9 年に想定したプレート間地震、立川断層による地震、の５タイプに
地震による想定被害を考慮したとしている。
⑤耐震化の目標
・耐震化の目標は、中央防災会議の地震防災戦略、及び神奈川県耐震改修促進計画を
踏まえて、「住宅」及び「特定建築物」の耐震化の目標値を、平成 27 年度までに 90％
とする、としている。

（２）促進計画の内容
市の促進計画では住宅、特定建築物、そして市公共建築物について平成 27 年度を期
限とした耐震化の目標値をそれぞれ設定している。
① 住宅の耐震化
表１－住宅の耐震化の現状（平成 15 年度）

82.4％

17.6％
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表２－耐震化が必要な住宅戸数

94.5 ％

6.5％

表 3－平成 27 年度における耐震化住宅割合の推移

○計画内容の要旨
・市・促進計画は平成 19 年度から 27 年度まで（9 年間）としているが、住宅の戸数
及び耐震化割合については、平成 15 年 10 月時点の現状をもって計画している（し
たがって、実質は 12 年間の計画となっている）
。これは基本とした資料が「住宅・
土地統計調査（Ｈ15 年）」を使用したことによる。
・
「木造戸建」住宅については、平成 15 年 10 月時点で全戸数 131,100 戸のうち「耐震
性満足」住宅数 80,300 戸と耐震化割合（率）61.3％を、12 年後の平成 27 年度末に
は全戸数 140,500 戸に対し「耐震性満足」住宅 116,800 戸の耐震化割合（率）83.1％
（21.8 ポイントアップ）としている。

・
「共同住宅（木造戸建以外の住宅）
」については、平成 15 年 10 月時点で全戸数 405,400
戸のうち「耐震性満足」住宅数 361,900 戸と耐震化割合（率）89.3％を、12 年後の
平成 27 年度末には全戸数 494,600 戸に対し「耐震性満足」住宅 483,400 戸の耐震化
割合（率）97.7％（8.4 ポイントアップ）としている。
・双方を合わせた住宅総数（木造戸建＋共同住宅）については、同様に「耐震性満足」
住宅の割合を 82.4％から 94.5％へと 12.1 ポイントアップとし、目標値の 90％を超
過する。
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② 特定建築物の耐震化
＊特定建築物は「建築物耐震改修促進法」6 条 1～3 項で次のように規定している。
6 条 1 項：学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所老人ホームその他多数の者
が利用する建築物で政令で定める規模以上のもの。
6 条 2 項：火薬類、石油類その他政令で定める危険物で、政令で定める数量以上を貯蔵又は処理する
建築物。
6 条 3 項：地震で倒壊した場合に道路通行、避難の支障となる政令で定める建築物で県促進計画に記
載された道路に接するもの。

特定建築物の耐震化の現状

特定建築物の耐震化の目標

○計画内容の要旨
・市の促進計画は、平成 17 年度から平成 27 年度までの目標耐震化率を、施策（対策）
なしの場合と施策を講じた場合で示している。
・平成 17 年度の総棟数 11,543 棟（うち耐震性あり 9,824 棟：85％）が、27 年度には
総棟数 12,928 棟に増大することから、
「耐震性あり」を 90％とするためには 1,292
棟の耐震化が必要とし、これをア）自発的な耐震改修・建替え等 224 棟、イ）施策
等による耐震改修・建替え促進 203 棟によって推進する、としている。
・なお、市の促進計画ではＳ56 以前の特定建築物のうち「耐震性あり」を 45％と推定
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しているが、県のそれは 25％と推計している。
③ 公共建築物の耐震化
＊ 公共建築物（4,798 棟）：旧耐震設計基準に基づいて建設したものの内、耐震改修促進法に定め
る「特定建築物」＋市地域防災計画に定める震災対策上の「重要建築物」
（市役所、区役所、消防
署、建設センター、保健福祉センター、病院、学校、社会学習施設、社会福祉施設、卸売市場、競
輪場）

＊ 耐震対策対象：上記の公共建築物のうち、平成 7 年度から耐震診断を実施した結果（市
営住宅を除く）
、耐震対策が必要と判断された建築物の総数。

市公共建築物の耐震化状況
耐震対策対象
（Ａ）

平成１８年 9 月末時点の状況
耐震性を満足

耐震対策完了

耐震対策未了

耐震化済棟数

耐震化割合

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ＝Ｂ＋Ｃ）

（Ｆ＝Ｅ／Ａ）

492 棟

190 棟

132 棟

136 棟

庁舎等、義務教育

一次・二次診断、

二次診断、耐力度調

「耐震性不十分」

施設、公営企業所

耐力度調査で「耐

査の結果「耐震性不

建物で耐震改修未

管建築物の合計

震性あり」建物数

十分」を耐震改修

了の数

322 棟

65.4％

市営住宅の耐震基準別棟数

○計画内容の要旨
・旧耐震設計基準に基づいて建設された「特定建築物」及び「重要建築物」で耐震診
断の結果、耐震性が不十分と判断された全ての公共建築物（136 棟）について、平
成 27 年度までに必要な耐震対策を実施する。
・市営住宅については、立替えや除却を予定している 100 棟を除く 201 棟を対象に耐
震診断を実施する。

（３）実施・実行状況
○ 「震災対策行動計画」の整理
促進計画の実施状況に関しては、計画が策定された直後でもあり、現時点での実行
性についての評価はできない。なお、川崎市は（平成 20 年７月）の中で『耐震化の
促進』に関して、次のように取組状況を整理している。
ア）一般建築物等の耐震化の推進
・「木造住宅耐震診断助成金交付制度の充実」
（達成目標年次：継続）の取組状況と
して、「耐震診断士派遣制度」をはじめました。
・ 「既存建築物等耐震改修促進実施計画に基づく耐震改修の促進」（達成目標年
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次：24 年度）の取組状況として、
「既存建築物等耐震改修促進実施計画を策定」
した。
イ）市立学校の耐震化の推進
・「市立小・中学校及び高等学校の耐震化」
（達成目標年次：継続）の取組状況とし
て、「市立学校の耐震診断結果を公表」
、「耐震補強工事（平成 20 年度完了）や大
規模改修工事（平成 22 年度までに着手）を継続して推進」する。
ウ）公共施設の耐震化の推進
・「公共建築物（庁舎・区役所）の耐震化」
（達成目標年次：27 年度）の取組状況と
して、「平成 19 年度中に耐震対策実効計画を策定し、計画に基づき耐震対策を実
施」する。
・
「市立病院・社会福祉施設の耐震化」
（達成目標年次：平成 25 年度）の取組状況と
して、
「老朽化が著しい井田病院について、新病院への建替えに伴い、耐震及び免
震措置」を施す。
・
「児童厚生施設の耐震化」
（達成目標年次：継続）の取組状況として、
「旭こども文
化センターは 20 年度に耐震補強工事を実施」
、
「日進町こども文化センターは・・・
移転を含めて検討」する。
・
「川崎競輪場の耐震化」
（達成目標年次：平成 20 年度）の取組状況として、広域避
難場所となることから「19 年度殻メインスタンド耐震化に着手している」
。
・「卸売市場の耐震化」
（（達成目標年次：南部市場 22 年度、北部市場未定）の取組
状況として、「南部市場は、19 年度に事務所棟の耐震対策を完了し、22 年度に管
理棟の対策を実施」「北部市場は 23 年度以降の再整備の中で実施」する。
・「消防庁舎の耐震化」
（達成目標年次：23 年度）の取組状況として、
「18 年度に高
津消防署新作出張所の耐震対策完了」
「19 年度に中原消防署新庁舎が竣工」
、
した。
また「21 年度から幸消防署、新庁舎で業務」
、
「22 年度から臨港消防署の改築に着
手」する。
○

木造住宅の耐震診断･改修の実施状況
・ 「新総合計画『川崎再生フロンティアプラン』平成 18 年度進捗状況（H19.8）
」、
「新総合計画『川崎再生フロンティアプラン』第 2 期実行計画（H20.3）
」及び「新
総合計画『川崎フロンティアプラン』第 1 期実行計画実施結果総括（H20.8）
」に
よると、川崎市における木造住宅の耐震診断及び耐震改修の実績（市の助成制度
を利用したもの）は以下のようになっている。
なお、平成 20 年 8 月「第 1 期実行計画実施結果総括」では平成 19 年度まで
の実績となっている。また、事業費実績の H18 年度は決算額が予算額を上回っ
ているが、年度途中で補正予算を組んだものと推測される。
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表 －川崎市における木造住宅耐震診断･改修に係る実績
2004 年

2005 年

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

計画

（H17 年） （H18 年） （H19 年） （H20 年） （H21 年）

累 計

策定時

診断件数

―

―

計画変更後

計画変更後

計画

目 標 :200

目 標 :500

目標

件

件

計画変更後

計画変更後

目標：35 件

目標：40 件

改修件数

耐震 診断
実施

件 数

実績

耐震 改修

―

―

700 件

500 件

―

56 件

40 件

―

18 件

242 件

154 件

700 件

―

―

1,114 件

―

4件

30 件

36 件

―

―

70 件

―

1,935

2,191

2,380

―

―

―

2,015

2,099

2,599

―

18 回

13 回

―

―

―

件 数
事業費実績（千円）
決算額／予算額

町 内 会 への 説 明

―

会

＜促進計画の特徴＞
① 市の促進計画は、住宅に関しては平成 27 年度末までに、全体で耐震化率を 94.5％に
引き上げることが可能であり、目標値 90％を優に超過達成できる内容としている。
なお、内訳としては、
「木造戸建」住宅では 83.1％であり、
「共同住宅等」が 97.7％
となっている。
② 「促進計画」の基本とする想定地震は、神奈川県の場合、東海地震、神奈川県西部地
震、南関東地震の 3 地震としているが、川崎市の場合は、南関東地震、東海地震、
近距離地震、プレート間地震、立川断層地震としている。しかし、耐震化すべき建
物数（要耐震住宅数等）については、想定地震の被害想定結果（想定被災住宅戸数）
を前提するのではなく、統計的に推定した「耐震性の欠ける」住宅戸数を、（10 年
後における）全住宅戸数の 10％以下にする、という方法論をとっている。
③ 神奈川県はＨ19 年 3 月に促進計画を策定し、川崎市は直後の同年 4 月に策定してい
る。両計画は基本的に同様の考え方（達成目標値 90％など）で策定されているが、県
計画は計画期間をＨ18 年度からＨ27 年度の 10 年間であるのに対して、市計画（住宅
の耐震対策）はＨ19 年度から 27 年度の 9 年間となっている。
④ 次に「特定建築物」の耐震化では、法第 6 条 1 項、2 項、3 項の合計で 27 年度末まで
に耐震化率 85％となっている。
⑤ また、「公共建築物」の耐震化では、市営住宅を除いてＨ27 年度末までに 100％の達
成を行うとしている。

（４）促進計画の内容に関する課題
① 市の促進計画の「住宅耐震化」では、耐震設計基準の新旧年をＳ56 年 6 月で区分し、
Ｓ56 年以前を旧基準、Ｓ57 年以降を新基準とすることを通常とするが、川崎市の場
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合、Ｓ55 年以前を旧基準、56 年以降を新基準としており、結果的に現状住宅戸数の
新基準建築戸数を多く見積もっている。川崎市は、建築確認行政を通じて自ら建築統
計資料を保有しているはずであり、これらのデータを使用して正確な建築実態から状
況把握を行うことが必要と思われる。
② Ｓ57 年以降の建築物については、中央防災会議の算定方法を踏襲して、全て「耐震
性あり」として扱っている。しかし、例えば、S57 年築の住宅は既に 28 年を経過し
ており（目標年である 10 年後のＨ27 年には築後 38 年になる）、維持管理等が不十分
であれば、経年劣化による耐震性の低下は避けられず、建築年次のみをもって全て「耐
震性あり」とすることは、実状との乖離があり問題が残る。
③ 阪神・淡路大震災における木造住宅の被害では、腐食等による土台からの柱抜け、建
物重心の偏在などの問題が報告されており、必ずしも壁量不足だけが原因とはいえな
い。壁量の増加については昭和 56 年の設計基準改正により強化されたが、その他の
問題が改善されたとはいえない。したがって、昭和 57 年以降に建築された住宅であ
っても（新耐震基準遵守住宅といえども）、フリーパスの「耐震性あり」は混乱を招
く要因になりかねない。
④ 市の「促進計画」では、現状の「耐震性なし」住宅は、
“建替えなど”によりＨ27 年
度末には約 95％の耐震化率が“達成される見込み”としている。しかし、計画には
「耐震性なし」住宅のうちの建替え率の根拠を示しておらず、この見込みはあまりに
楽観的といえよう。ここでは従来の年間建替え棟数をもって、その分の「耐震性なし」
住宅が改善される（減少する）ものと考えられている節がある。一般通念としては、
建替え更新住宅は古い建物から順次行われると考えられるが、現実には年金生活者住
宅や貸家、あるいは道路付けなど違法住宅の建て替えは容易に進まないのが現状であ
り、一方、築 20 年前後の住宅であっても住み替え売買を契機に建替えられる、とい
う実態がある。
さらに、市の耐震診断・耐震改修補助制度は、いわゆる「既存不適格住宅」の耐
震化を主眼としており、法違反建築物は対象から除いているという問題がある。そ
こには S56 年以前の建築であっても助成を受けられず、結果として対策が講じられ
ないという状況が十分想定される。実際、法違反建築物は狭小宅地である場合が多
く、倒壊等による周囲への影響が大きいことを考えるならば、
（行政の面子上から）
機械的に補助対象から除外して済む問題ではない。
⑤ 震災被害において、最も大きな課題は戸建木造住宅の倒壊などの被害である。それは
人命の被害に直結すること、倒壊により出火・延焼を容易にし、また道路閉塞を招く
ことによる地区内における防災活動を困難にすることによる。したがって、住宅耐震
化対策では、木造戸建住宅対策を基本とすることが必要である。市の促進計画は、住
宅全体としてはＨ27 年度末には 94.5％の耐震化率を達成可能としているが、木造戸
建住宅にかぎれば、達成率は 83.1％であり、90％に遠く及ばない内容となっている。
このことについて、市の促進計画では「『木造戸建』のみを見た場合、耐震化率
90％を達成するためには、平成 27 年度までに約 9,650 戸の耐震化を図る必要があり
ます。」としており、単純にいえば毎年 965 戸の「耐震化なし」の戸建住宅を耐震改
修する必要がある。
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支援制度が開始されてからの実績は、平成 17 年度診断数 242 件、改修助成件数
10 件、平成 18 年度診断数 154 件、改修助成件数 30 件、平成 19 年度診断数 700 件、
改修助成件数 36 件という状況であり、すでに目標達成が困難な状況にある。抜本的
な制度の改善と環境整備が必要といえる。
⑥

川崎市の「促進計画」では、平成 15 年度の住宅耐震化の現状として耐震性が不十分
な住宅は 94,300 戸あり、うち木造戸建が 50,800 戸、共同住宅等が 43,500 戸として
いる。
一方、各種の地震被害想定における木造住宅の被害想定結果は下記の表のように
なっている（非木造については非住家が多分に含まれることから除く）
。ここでは半
壊及び中破については耐震改修が必要として考えて「全壊＋半壊」
「大破＋中破」の
総数を示している。
このことからいえることは、
「S56 年以前築で耐震性が不十分な木造建築：50,800
棟」という数字は、市の被害想定結果からみれば結構厳しく見積った値であり、県
の被害想定結果（神奈川県東部地震）から見れば甘く見積った値といえる。なお、
被害想定では 57 年以降の建築で“耐震性不十分”建物についても算定しているはず
であり、このことを考慮すれば川崎市の被害想定結果が楽観的な数字になっている、
と考えられる。
表―各種地震被害想定結果における川崎市の木造建築（大半が住宅）の被害数
木造全壊 [大破]

木造半壊 [中破]

合

計

S63．南関東地震（市想定）

５，４４１

３１，８４１

３７，２８２棟

H９．近距離地震（市想定）

７，４５６

３２，７８３

４０，２３９棟

H11．東海地震 （県想定）

［

２，３１０］

［

６，５４０］

［

８，８５０棟］

H11．南関東地震（県想定）

［

２，６３０］

［６０，５００］

［６３，１３０棟］

H11．神奈川東部地震（県想定） ［２０，１００］

［５２，１００］

［７２，２００棟］

被害想定結果との関係では以上のような状況にあるが、いずれにせよ、
「S56 年以
前建築の耐震性が不十分な住宅」が 50,800 戸という実数（ここには S57 以降の非耐
震住宅、地盤の崩壊による倒壊住宅は含まれていない）は、市民の生命と財産の喪
失あるいは延焼火災の危険という点を考えれば、防災上極めて脅威となる被害規模
であり、集合住宅と混合した改善目標ではなく「木造住宅」自体の改善対策が講じ
られる必要がある。
⑦

木造住宅の耐震診断実績について
木造住宅耐震診断助成制度が開始されてから、実質平成 17～18 年の 3 年間における
耐震診断実績は計 1,096 件である。市の推定では昭和 56 年以前の木造住宅で耐震性
が不十分な戸建住宅（共同住宅は除く）を 50,800 戸と推定している。市の H21 年
度診断計画では 500 件を予定しているが、今後、毎年 500 件ずつ実施しても 100 年
を要する計画であり、地域社会における災害危険の実状を反映した計画目標とは言
いがたい。

⑧

木造住宅の耐震改修実績について
前項で示した「川崎市における木造住宅耐震診断･改修に係る実績」によると、平成
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19 年度まで 4 年間の累積が耐震診断件数 1,114 件に対し、耐震改修件数 70 件（改
修率 6.3％）である。耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた耐震性に欠ける住
宅の件数は公表されていないので実際の状況は不明であるが、一般的には S56 年以
前の住宅の場合、少なく見積もっても 60％以上が耐震性に欠けると推定されている
ことから、この改修実績はあまりに少ない。また、市「フロンティア計画」におけ
る改修計画戸数は平成 20 年、21 年が各 56 件、40 件とあまりに少ない。
言うまでもなく、防災性の向上は改修が行われて初めて効果が生まれるのであり、
なぜ診断結果が改修に結びつかないのかについて追跡調査を実施し、制度その他の
改善を早急に行う必要がある。
⑨

事業費（建築物防災対策事業）の予算処置について
木造住宅の耐震診断･改修実績の事業費を見た場合、予算額に対する決算額の比率は
平成 17 年度 96%、18 年度 104％、19 年度 92％であり、事業の達成評価の点では問
題ない。しかし、当事業の社会的需要面から見た場合、診断･改修の目標値（計画数
値）が低すぎること、そして、何よりも当初予算の改修助成費が診断助成費に流用
されている（あるいは一括予算として組まれている）ことに課題がある。住宅耐震
への支援制度の目的は改修の促進であり、診断はそのためのスクリーニングである、
との認識が必要と思われる。

資料：建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年 10 月制定、同 18 年改正）
資料：建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針
（平成 18 年 1 月 25 日、
国交省告示 184 号）
資料：川崎市木造住宅耐震診断・改修補助制度
資料：川崎市特定建築物耐震改修等事業助成制度
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Ⅱ－３

川崎市における地震防災施設の整備状況

本調査のその１（平成 20 年度）で詳しく触れたが、
「地震防災施設」は平成 7 年 6 月に
制定された地震防災対策特別措置法によってその整備が規定され、全国の都道府県（知事）
が策定する「地震防災緊急事業五箇年計画」に位置づけて整備促進が図られてきた。しか
し、第 1 期五箇年計画が終了した平成 13 年の全国調査（内閣府）の結果は、前年度報告書
で紹介したように、消防活動施設などの一部の施設を除いて全体的に思わしくない進捗状
況が明らかになった。その後第 2 期（13～17 年度）を経て、現在は第 3 期（18～22 年度）
五箇年計画を推進する時期に至っている。
本節では、川崎市における地震防災施設の整備状況について調査し、整備水準と今後の
課題について検討し、当市における防災対策の全容を明らかにするために資する。

（１）目的と内容
① 根拠法等：地震防災対策特別措置法に基づく「地震防災緊急事業五箇年計画」
（知事
策定）により推進する。
ここで取り上げる「地震防災施設の整備状況」は、川崎市が平成 20 年 3 月 31 日時
点で取りまとめた結果である。また、内容（地震防災施設、指標等）については、一
部を除いて国が示した施設名、指標を踏襲している。
② 経

緯

地域防災計画は災害発生時の応急対策及びその事前整備対策を中心とすることから、
直接被害そのものの抑制が課題として明白になった阪神･淡路大震災直後に地震防災
対策特別措置法が制定（平成 7 年 6 月）され、同法に基づく地震防災緊急事業五箇年
計画を（知事が関係市町村長の意見を聞いて）作成し、各種防災関係施設について緊
急に耐震性の強化をはじめ、整備充実を図ることとなった。
特に「計画」の対象施設として、重要な公共建築施設や公共土木施設の耐震化や整
備充実、及び老朽住宅密集市街地の地震防災対策が含まれていることなどから、地震
被害の発生を未然に防止する上で極めて重要である。
同法は特別措置法であり、地域防災計画との関係では、災害対策基本法第 40 条で規
定する都道府県地域防災計画に定められた事項についての『事項別の計画』として位
置づけられる。従来、自治体においてこうした計画を必ずしも策定してこなかった（結
果として直接被害の拡大を招いてきた）点を考慮するならば、地域防災計画と一体の
計画に位置づけて策定、推進することが強く望まれる。
整理表中における施設名称の○番号は同法の第 3 条の項目番号である。指標とは、
それぞれの施設の整備状況を評価する上の基準、その内容は定義として示している。
整備状況の欄には整備率（％）とともに実数を記している。
なお、法第 3 条の 19 項の「老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策」については、
除かれている。
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（２）地震防災施設の整備状況
川崎市における地震防災施設の整備状況（平成 20 年 3 月 31 日現在）
地震防災施設名称等

（１）
避難活
動関連
施設

広 域 避
難地

一 次 避
難地

指標

広域 避
難困 難
区域

一時 避
難困 難
区域率

定 義

備考（定義の説明等）

人口集中地区における
広域避難地から歩行距
離 2km 以遠の距離にあ
る面積の割合

人口集中地区における
一次避難地から歩行距
離 500m 以遠の距離に
ある面積の割合

広域的な避難に利用さ
れる 10ｈａ以上の公共
空地（国土交通省告示）
＝多摩川河川敷、河崎
競馬場、富士見公園、
等々力緑地、緑ヶ丘霊
園、県立東高根森林公
園、生田緑地
＊人口集中地区面積
は、平成 17 年度調査よ
り（以下、同じ）
主として近隣の住民が
避難する 1ha 以上の公
共空地（国土交通省告
示）＝川崎競輪場、川
崎球場、大師公園、小
田公園、御幸公園、中
原平和公園、リハビリ
テーション福祉センタ
ー、市民プラザ、橘処
理センター、稲田公園、
西菅公園、王禅寺公園

人口 1
全 避 難

人当 り

人口 1 人当りの避難地

地

の避 難

面積

む、全ての避難地の面

避難路

未整 備
区域率

（２）
消防活

消 防 水

動関連

利

消防 水

避難路からの直線距離
が 500ｍ以遠の区域面
積の割合

消防水利の基準（消防

利充 足

庁告示）に対する整備

率

施設水利数の割合

消防 用

消防用施設の基準数に

施設 充

対する整備施設数の割

足率

合

施設
消 防 用
施設

消防 活
消 防 活

動用 道

動 用 道

路要 整

路

備区 域

人口集中地区における
消防活動用道路からの
直線距離が 140m 以遠
の区域面積の割合

率
緊急 輸
送路 に

送関連
施設

緊 急 輸

おけ る

送路

要対 策
箇所 整
備率

地域防災計画において
指定された緊急輸送路
における道路防災総点
検による要対策箇所に
対する整備改良済みの
箇所数の割合

広域避難地の面積

30.69ｋ㎡

広域避難地の箇所数

7 箇所

広域避難が可能な区域

65.11ｋ㎡

面積
広域避難が困難な区域

77.59ｋ㎡

面積Ｂ
広域避難困難区域率
Ｂ／Ａ

54.37

％

人口集中地区面積Ａ

142.70ｋ㎡

一次避難地の面積
一次避難地の箇所数 B

4.87ｋ㎡

一次避難が可能な区域
面積
一時避難が困難な区域
面積 C
1km メッシュ当りの一
次避難地箇所数 B／A

16.47ｋ㎡

一時避難困難区域率
C／A

88.46

本市人口 A

1,379,634

12 箇所

126.23ｋ㎡
0.08 箇 所
／k ㎡

％

人
81.58ｋ㎡

広域避難地又はこれに
準ずる安全な場所に通
ずる幅員 15m 以上の道
路又は幅員 10ｍ以上の
緑道＊計測が困難なた
め平成 17 年度のデー
タを引用
消防に必要な水利施設
及び消防水利として指
定されたもの（消火栓、
防火水槽、プール、井
戸等・消防庁告示）

人口集中地区面積 A

142.70ｋ㎡

避難路未整備区域の面
積B
避難路が整備されてい
ない区域 B／A

53.7ｋ㎡

59.13 ㎡／
人

37.63

％

消防水利の基準数 A

9,107 基

消防水利の現有数

9,100 基

消防水利充足率 B／A

99.92

本調査においては、消
防ポンプ自動車、はし
ご車、化学消防車、救
急車、救助工作車＊消
防庁の基準とは異なる

消防用施設の全基準数
A
消防用施設の現有数 B

89 基

消防用施設の充足率 A
／B

97.75

＊消防車が通行可能な
幅員６ｍ以上の道路＝
この定義による計測が
非常に困難であり、平
成 14 年の調査時も空
欄で報告した経緯があ
り、今回も同様とした。

人口集中地区面積 A

142.70ｋ㎡

（３）
緊急輸

142.70ｋ㎡

全避難地の面積 B
1 人当りの避難地面積
B／A＊1,000,000

積

人口集中地区における

人口集中地区面積Ａ

人口集中地区以外も含

地面積

避難 路

川崎市の整備状況

平成 8 年「道路防災総
点検について」におい
て耐震化等の対策が必
要とされた橋梁,横断
歩道橋,共同溝,開削ト
ンネル，掘削道路，盛
土，擁壁，ロックシェ
ッド・スノーシェッド
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消防活動用道路が未整
備な区域面積 B
消防活動用道路要整備
区域率 A／B
緊急輸送道路の要対策
箇所数Ａ
整備済み要対策箇所数
Ｂ
緊急輸送路要対策箇所
整備率Ｂ／Ａ

％

87 基

％

―

k㎡

―

％

190 箇所
107 箇所
56.32

%

地震防災施設名称等

指標
防災 拠

緊 急 輸
送 へ リ
ポート

点施 設
にお け
るヘ リ
ポー ト
整備率
緊急 輸
送港 湾

緊 急 輸

の耐 震

送港湾

強化 岸
壁整 備
率

緊急 輸
緊 急 輸
送漁港

送漁 港
の耐 震
バー ス
整備率

（４）

都市 計

共同溝

画道 路

等

共 同 溝

にお け

等

る共 同
溝等 整

定 義

備考（定義の説明等）

地域防災計画に定めら
れた地方公共団体庁
舎、災害拠点病院及び
緊急輸送拠点等の施設
数に対する整備済み及
び整備中のヘリポート
数

地方公共団体庁舎数８
（市役所 1、
区役所７）
、
災害時医療拠点病院数
６、緊急輸送拠点数７
（各区役所のため地方
公共団体庁舎数に含
む）、整備済みヘリポー
ト数７（多摩区役所、
災害時医療拠点病院 6）

地域防災計画において
緊急輸送活動を行うた
めの重要な港湾に位置
付けられている、ある
いは位置付ける予定の
港湾における計画耐震
強化岸壁数に対する整
備済み及び整備中の耐
震強化岸壁数の割合
地域防災計画において
緊急輸送活動を行うた
めの重要な漁港に位置
付けられている,ある
いは位置付ける予定の
漁港に整備されている
バース数の総数に対す
る,整備済み及び整備
中の耐震バース数の割
合

「港湾における大規模
地震対策施設整備の基
本方針（平成 8 年 12
月）」に基づき計画され
ている耐震強化岸壁

本市での該当はなし

人口集中地区における
都市計画道路の共同溝
及び電線共同溝の整備
ズミ及び整備中の割合

―

川崎市の状況
地方公共団体庁舎、災
害拠点病院、及び緊急
輸送拠点等の施設数Ａ
整備済みのヘリポート
数Ｂ
地方公共団体庁舎その
他重要な防災拠点にお
けるヘリポート整備率
Ｂ／Ａ
緊急輸送港湾計画耐震
強化岸壁数の総数Ａ
整備済み計画耐震強化
岸壁数Ｂ
緊急輸送港湾の耐震強
化岸壁整備率
Ａ／Ｂ

14 施設

緊急輸送漁港における
計画耐震バース数の総
数Ａ
整備済み耐震バース数
Ｂ
緊急輸送漁港の耐震バ
ース整備率Ｂ／Ａ

0 バース

都市計画道路の総延長
距離Ａ
共同溝等を整備済みの
都市計画道路の総延長
距離Ｂ
共同溝等整備率
Ｂ／Ａ

307.14km

7 施設
50.00％

4 バース
2 バース
50.00％

0 バース
0.00％

13.13km

4.27

％

備率
（５）
防災上
重要な

医 療 機
関

施設の
耐震化

医療 機
関耐 震
化率

医療機関棟数に対す
る、耐震化された棟数
の割合

社会 福
社 会 福

祉施 設

祉施設

耐震 化

社会福祉施設棟数に対
する、耐震された棟数
の割合

率

小 中 学
校等

小 中 学
校 等 体
育館

盲 学 校
等

小中 学
校等 耐
震化率

全小中学校等棟数に対
する、耐震化された棟
数の割合

小中 学
校等 体
育館 耐

全小中学校等棟数に対
する、耐震化された体
育館棟数の割合

震化率
盲学 校
等耐 震
化率

全盲学校等棟数に対す
る、耐震化された棟数
の割合

全施設数
全棟数 A
耐震化されている棟数
市立の病院のみ
B
医療機関耐震化率
B／A
全施設数
全棟数 A
公共・民間の老人福祉
耐震化されている棟数
施設、障害者福祉施設
B
等
社会福祉施設耐震化率
B／A
全施設数
全棟数 A
市立の小学校（115）、
耐震化されている棟数
中学校（51）
、高校（5）
、
B
短大（1）、幼稚園（2）
公立小学校等耐震化率
B／A
全施設数
市立の小学校（115）、 全棟数 A
中学校（51）
、高校（5）
、 耐震化されている棟数
短大（1）、幼稚園（2） B
の体育館
小学校等体育館耐震化
率 B／A
全施設数
全棟数 A
市立の聾学校（1）、養 耐震化されている棟数
護学校（2）
B
盲学校等耐震化率
B／A
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3 施設
10 棟
5棟
50.00 %
74 施設
78 棟
72 棟
92.31

％

174 施設
589 棟
533 棟
90.49

％

174 施設
174 棟
174 棟
100.00％
3 施設
8棟
7棟
87.50

％

指標

地震防災施設名称等

盲 学 校
等 体 育
館

公 的 建
造物

河川施
設

等 体 育
館 耐 震

公 的 建
造 物 耐
震化率

海 岸 保

全施設

全 施 設
整備率

理施設

（７）
土砂災
害危険
箇所

河 川 管
理 施 設
整備率
土 石 流

砂 防 設
備

危 険 渓
流 対 策
着手率

山腹崩壊
危 険 地

保 安 施
設

全盲学校等棟数に対
する、耐震化された棟
数の割合

市立の聾学校（1）、養
護学校（2）の体育館

公的建造物棟数に対
する、耐震化された棟
数の割合

＊「建築物耐震改修促
進法」規定の特定建築
物及び「市地域防災計
画」の地震防災上重要
な建築物について耐震
対策を実施している
＊特定建築物及び重要
建築物に該当する施設
は 473 棟

化率

海 岸 保

河 川 管

備考（定義の説明等）

盲 学 校

（６）
海岸・

定 義

区、崩壊
土砂流出
危険地区
整備着手

津波被害の発生のお
それのある海岸にお
ける海岸保全区域内
の海岸総延長距離に
対する、
整備済及び整
備中の予測津波高を
確保した海岸保全施
設の延長距離の割合
平成 7 年度実施の
「河
川堤防耐震点検・対策
全体計画」
の結果にお
ける要対策区間の整
備済み及び整備中の
区間距離の割合

海岸法第 3 条における
防護すべき海岸に係る
一定の区域

左記の本市での該当は
ないものの、河川整備
上耐震設計が必要な場
合には対応している

地震発生により、
家屋
密集地区に被害を及
ぼす危険性が高い土
本市での該当はなし
石流危険渓流のうち、
対策済み及び対策実
施中の渓流数の割合

地震発生により、
家屋
密集地区に被害を及
ぼす危険性が高い山
腹崩壊危険地区、
崩壊
土砂流出危険地区の
うち、対策済み及び対
策実施中の箇所（地
区）数の割合

本市での該当はなし

率

地 す べ
地 す べ

り 危 険

り 防 止

箇所（地

施設

区）対策
着手率

急 傾 斜
地 崩 壊
防 止 施
設

急 傾 斜
地 崩 壊
危 険 箇
所 対 策
着手率

地震発生により、
家屋
密集地区に被害を及
ぼす危険性が高い地
すべり危険箇所（地
区）のうち、対策済み
及び対策実施中の地
区数の割合

地震発生により、
家屋
密集地区に被害を及
ぼす危険性が高い急
傾斜地崩壊危険箇所
のうち、
対策済み及び
対策実施中の箇所数
の割合
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本市での該当はなし

―

川崎市の状況
全施設数
全棟数 A
耐震化されている
棟数 B
盲学校等体育館耐
震化率 B／A
全施設数
全棟数 A
（市営住宅、企業会
計施設を除く）
耐震化されている
棟数 B
公的建造物耐震化
率 B／A

3 施設
3 棟
3 棟

海岸保全区域総延
長距離 A
整備済みの海岸保
全区域総延長距離 B
整備中の海岸保全
区域総延長距離 C
海岸保全施設整備
率（B+C）／A
要対策区間距離 A
整備済みの要対策
区間距離 B
整備中の要対策区
間距離 C
河川管理施設整備
率（B+C）／A
土石流危険渓流数 A
整備済みの土石流
危険渓流数 B
整備中の土石流危
険渓流数 C
土石流危険渓流対
策着手率（B+C）／A
山腹崩壊危険地区、
崩壊土砂流出危険
地区 A
整備済みの山腹崩
壊危険地区、崩壊土
砂流出危険地区 B
整備中の山腹崩壊
危険地区、崩壊土砂
流出危険地区 C
山腹崩壊危険地区、
崩壊土砂流出危険
地区着手率 B+C）／A
地滑り危険箇所（地
区）数 A
整備済みの地滑り
危険箇所（地区）数
B
整備中の地滑り危
険箇所（地区）数 C
地滑り危険箇所対
策着手率（B+C）／A
急傾斜地崩壊危険
箇所数 A
対策済の急傾斜地
崩壊危険箇所数 B
対策実施中の急傾
斜地崩壊危険箇所
数C
急傾斜地崩壊危険
箇所対策着手率
（B+C）・A

13.6km

100.00

％

－
473 棟

382 棟
80.76

％

13.6km
０km
100.00％
０km
０km
０km
0.00％
０渓流
０渓流
０渓流
0.00％
0 地区

0 地区

0 地区

0.00％

0 箇所
0 箇所

0 箇所
0.00％
85 箇所
77 箇所
8 箇所

100.00％

地震防災施設名称等

（８）

地 域 防

地域防

災 拠 点

災拠点

施設

施設

指標
広
に
る
防
点
率

域
お
地
災
整

圏
け
域
拠
備

定 義

備考（定義の説明等）

県広域圏における圏
域をエリアとする総
合的な地域防災拠点
施設の整備割合

本部機能、教育機能、
備蓄機能を全て備えた
施設＝南部防災センタ
ー（１）
＊市町村の回答は、地
域防災拠点施設の施設
のみ

川崎市の状況
県広域圏 A
地域防災拠点施設
の施設数
地域防災拠点施設
が整備済みの圏域
数B
地域防災施設整備
率（圏数ベース）
B／A
緊急輸送路の総延
長距離 A
整備済みの輸送拠
点数 B
緊急輸送路におけ
る輸送拠点整備箇
所数（B／A）＊50
河川防災センター
が存在する河川の
総延長距離 A
整備済み及び整備
中の河川防災セン
ター箇所数 B
河川防災センター
整備率（B／A）＊50

―
1 施設
―

―

緊 急 輸
送 路 に
お け る
輸 送 拠
点 整 備
箇所数
河 川 総
延 長 に
対 す る
河 川 防
災 セ ン
タ ー 整
備率

緊急輸送路が指定さ
れている各路線にお
いて、沿線に整備され
た「道の駅」等輸送拠
点の整備割合

本市で該当する輸送拠
点はなし

河川管理施設の応急
復旧施設を実施する
ための空間又は設備
を有する河川防災セ
ンターの整備割合

本市では該当なし
＊大師河原河川水防ス
テーションは該当せず

同報系防災行政無線
の整備の有無

―

同報系防災無線整
備有無

整備済み

移動系防災行政無線
の整備の有無

―

移動系防災無線整
備有無

整備済み

地域系防
災行政無
線

同報系防
災行政無
線整備状
況
移動系防
災行政無
線整備状
況
地域系防
災行政無
線整備状
況

地域系防災無線整
備有無

未整備

地域衛星
通信ネッ
トワーク
設備

地域衛星
通信ネッ
トワーク
設備整備
状況

地域衛星通信ネット
ワーク設備の整備の
有無

地域衛星通信ネッ
トワーク整備有無

整備済み

（ 10 ）

自 家 発

自 家 発

電設備

電 設 備

地方公共団体庁舎、
緊急輸送拠点等の
施設数 A
自家発電設備を整
備済みの施設数 B
自家発電設備整備
率 B／A
同（災害拠点病院）
B／A
同（地方公共団体庁
舎等）B／A
同（緊急輸送拠点、
現地対策本部）B／A
整備済み備蓄倉庫
箇所数
整備済み備蓄倉庫
延床面積 A
本市人口
人口 1 万人当たりの
備蓄倉庫延床面積
（A／B）＊10,000
備蓄量合計 A
本市人口 B
人口 1 万人当り備蓄
量（A／B）＊10,000
備蓄量合計 A
本市人口 B
人口 1 万人当り備蓄
量（A／B）＊10,000

14 施設

自家発

地域防災計画に定め
られた地方公共団体
庁舎や災害拠点病院、
緊急輸送拠点におけ
る自家発電設備の整
備割合

輸 送 拠
点施設

河 川 防
災 セ ン
ター

（９）
防災行
政無線
等

同報系防
災行政無
線
移動系防
災行政無
線

電設備

整備率

（ 11 ）

備 蓄 倉

備蓄倉

庫

庫・備
蓄品

備 蓄 品
（ 乾 パ
ン）

備 蓄 品
（米）

地域系防災行政無線
の整備の有無

人口 1 万
人当たり
の備蓄倉
庫延床面
積

本市の人口に対する
備蓄倉庫の整備割合

人口１万
人当り備
蓄量（乾
パン）

本市の人口に対する
乾パンの備蓄割合

人口 1 万
人 当 り 備 本市の人口に対する
蓄量（米） 乾パンの備蓄割合

107

電波法関係審査基準に
定めにより本市はアナ
ログの 400MHzＭＣＡを
整備してきたため地域
系無線は未整備
―

災害拠点病院：市立川
崎病院、関東労災病院、
日本医科大学武蔵小杉
病院、帝京大学医学部
溝口病院、聖マリアン
ナ医科大学病院、市立
多摩病院の 6 病院
地方公共団体庁舎：市
役所（１）
、区役所（７）
緊急輸送拠点：各区役
所が該当

地方公共団体が新たに
設置した備蓄倉庫及び
既存建物施設の一部を
利用した備蓄倉庫、学
校備蓄室を含む

本市では乾パンは備蓄
していない

―

202.10 ㎞
０箇所
50 ㎞当たり
０箇所

０㎞
0 箇所
50 ㎞当たり
0 箇所

14 施設
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
84 施設
4.345 ㎡
1,379,634 人
31.49 ㎡

0 人食
1,379,634 人
0 人食／万人
535,000 人食
1,379,634 人
3,877.84
人食／万人

地震防災施設名称等

指標

定 義

備考（定義の説明等）

人口 1 万

備 蓄 品
（毛布）

人当り備

本市の人口に対する

蓄量（毛

毛布の備蓄割合

―

布）

（12）
応急救
護設備

テント

トイレ

人口 1 万
人当り応
急救護設
備量（テン
ト）
人口 1 万
人当り応
急救護設
備量（トイ
レ）

本市の人口に対する
―

テントの備蓄割合

本市の人口に対する
―

トイレの備蓄割合

川崎市の状況
備蓄量合計 A

64,000 枚

本市人口 B
人口 1 万人当り備蓄
量（A／B）＊10,000

1,379,634 人
464.枚･万人

備蓄量合計 A

13 張

本市人口 B

1,379,634 人

人口 1 万人当り備蓄
量（A／B）＊10,000
備蓄量合計 A

0.09 張/万人

本市人口 B

1,379,634 人

人口 1 万人当り備蓄
量（A／B）＊10,000

18.58 個/万人

2,564 個

＊）施設名内の〇印番号は、資料引用者による。

（３） 整備状況における課題
① 法で定める地震防災施設の中で、全体的に見て川崎市の場合に整備が進んでいる施設
は、消防活動関連施設（水利、消防用施設）
、防災上重要な（建築物）施設、海岸保全
施設、防災行政無線、重要施設における自家発電設備である。
② 反対に、全体として整備の遅れが著しい施設は、避難地（広域避難地、一次避難地、
避難路）、緊急輸送関連施設（輸送路、輸送ヘリポート、輸送港湾）、共同溝等、備蓄
倉庫・備蓄品などである。
③ 避難関連施設に関しては、人口１人当たりの避難地面積（約 60 ㎡）は十分満たされ
ているが、避難施設別にみれば、広域避難地については「広域避難困難区域率（54.4％）
」、
また、一次避難地については「一次避難困難区域率（88.46％）」という状況であり、
特に広域避難地の整備が遅れている。このことは避難地（広域避難地も含めて）の配
置が不均等であることを物語っており、不足している地域における避難地（公園等）
の確保が大きな課題といえる。なお、避難路未整備区域率は 37.6％となっている。
④ 緊急輸送関連施設に関しては、輸送路の要対策箇所の整備率（56％）、また緊急輸送
用のヘリポート整備率（50％）
、緊急輸送港湾の耐震強化岸壁整備率（50％）となって
おり、いずれも道半ばの状況である。本市の場合、市域が東西に細長い形態であるこ
とから、東西方向の輸送路が災害活動の生命線となることは明白であり、これらの要
対策箇所の整備は緊急の課題であり、また、できる限り多くの東西方向の緊急輸送路
を確保していくことも課題といえる。
⑤ 共同溝等の整備率は 4.27％と極めて低い値となっているが、これは都市計画道路延
長に対する共同溝等の延長距離の割合であり、指標の設定が必ずしも適切とはいえず
緊急課題とはいえない（＊注）。
＊注）わが国の道路整備は、従来都市計画道路と共同溝等を一体的に整備する計画体
系になっていない、したがって、都市計画道路（多かれ少なかれ防災機能を果た
す）の整備を先行させれば共同溝等の整備率が低下する関係にある。
⑥ 防災上重要な施設の耐震化については、前記したように耐震化率が非常に進んでいる
（全国的にもおそらくトップレベルと思われる）
。今後は残された未整備施設の耐震化
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対策、また既に市では実施計画に含まれているようであるが、
（防災上重要な公共施設
ではないが）市営住宅の耐震化対策が課題となる。
課題としては医療機関の耐震化率の遅れ（50％）が指摘できる。いうまでもなく、
災害時の医療機関の機能は極めて重要であることから、ここでは市立病院のみを対象
としているが、民間病院も含め対策が急務といえる。併せて、ヘリポート等の整備も
課題といえる。
⑦ 土砂災害危険箇所に関しては、急傾斜地崩壊防止施設では対策着手率が 100％となっ
ているが、その他については「該当なし」となっている。
しかし、地区の指定は行われていないが、実際には急傾斜地崩壊危険箇所は相当数
存在し（県調査では 506 箇所）、また、大規模な盛土造成地も多数存在（市推定 2,500
箇所）することから、土砂災害危険箇所に関する課題は少なくない。制度上“対策を
講じなければならない指定地区”に該当しないことが、現実に危険性が存在しないこ
とを意味するものではない。特に、丘陵地域において広範に存在する急傾斜地崩壊危
険箇所や傾斜地宅地造成地への対策は、既に市街化され何らかの市民生活が営まれて
いることから、今後における防災上の重要な課題といえる。
⑧ 地域防災拠点施設については、広域的な拠点施設を対象としており、ここでは除く。
⑨ 備蓄倉庫・備蓄品の整備状況については、
（内閣府の求める）整備対象事項の適否と
いう問題もあり、また川崎市としてはこれ以外の代替できる物品・設備を備蓄してい
る可能性もあることから断定はできないが、被害想定などの被害規模に比して、倉庫
規模、食料、毛布、テント、トイレなど全体として不十分な状況にある。
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Ⅱ－４．木造密集市街地への対策
川崎市における木造密集市街地対策については、Ⅰ－５で記したように、市住宅基本
条例の第 8 条に基づく住宅基本計画において、川崎区内 4 地区、幸区内２地区の 6 地区
を「緊急に改善すべき密集市街地」として位置づけ、その中で 3 地区（小田２、３丁目、
幸町３丁目）を「重点密集市街地」として 2005 年（H17）から取り組んできた。なお、
これらは後述する平成 9 年制定の「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する
法律」（以下「密集法」という）が根拠となっている。
その後、2007 年に国土交通省が全国の「重点密集地区」の公表及び「密集法」の大幅
改正（H15、19 年）などを機に、上記 3 地区を密集法による整備対象地区として再度位
置付けしている。

（１）目的と内容
「老朽住宅密集市街地」の対策は、阪神･淡路大震災において全壊・延焼火災などによ
って甚大な被害を被ったことから緊急かつ重要な防災課題として、地震防災対策特別措
置法の第 3 条（地震防災緊急事業五箇年計画の内容）1 項の 19 号「老朽住宅密集市街地
に係る地震防災対策」として規定されている。しかし、この 19 号事項はその対策に長期
間を要すること、整備途上においても一定の効果が期待されることなど 1～18 号規定と
は性格を異にしている。このため、その整備状況に係る普遍的で適切な評価指標を設定
することが困難であったことから、これまで内閣府は全国的な整備状況を公表していな
い。
木造密集市街地の対策は、機能が明確な建築施設や土木施設、あるいは消防力や備蓄
物資等と異なり、住民が日々生活しているまちそのものの改善が必要であり、道路等の
公共施設の整備と同時に私有物件の改修が主たる対象になることなどから、従来、さま
ざまな整備手法（事業制度）が準備されてきたが、容易に進展してきていない、という
現状がある。
国土交通省（住宅局）の調査（2007.7 公表）によると（＊注 1）
、
「地震時において大
規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地（＊注 2）
」は、神奈川県内で
は横浜市、川崎市、横須賀市，秦野市に存在し、川崎市には 5 地区、39ha となっている。
＊注 1）国土交通省による既往の統計資料等を用いて推計した概数。ここでは「住宅棟数密度
60 棟／ha 以上で、老朽住宅棟数率 50％又は木造住宅棟数密度 50 棟／ha 以上の地区を基
本とした防災上危険と判断される市街地」を密集市街地とし、そのうち「延焼危険性が
特に高く、地震時等において大規模な火災の可能性があり、そのままでは今後 10 年以内
に最低限の安全性を確保することが見込めないことから重点的に改善が必要な密集市街
地」を「重点密集市街地」としている。
＊注 2）別紙表 1：
「重点密集市街地」は 36 都道府県に存在し、その合計面積は 7,971ha となっ
ており、川崎市では 5 地区、39ha が該当している。これらの地区では平成 23 年度まで
に不燃領域率（地区面積に占める耐火・準耐火建築物や空地の面積の割合）を 40％以上
に改善することを求めている。
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（２）老朽住宅密集市街地の対策
従来、国は密集市街地の整備について、市街地再開発事業、土地区画整理事業、住
宅地区改良事業、過密住宅地区更新事業、木造賃貸住宅地区総合整備事業、住宅市街
地総合整備事業など様々な手法を準備して対応（国による予算補助）してきたが、事
業化できる対象地区が限定的である、関係権利者の合意形成が困難などから必ずしも
危険な老朽密集市街地の改善に有効に機能して来なかった。
こうした中で阪神・淡路大震災を契機として、倒壊と延焼火災の危険の高い老朽化
した木造密集住宅地の改善を目的に平成 9 年「密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律」
（密集法）が制定された。同法は、その後平成 15 年（防災街区整
備事業が創設）と平成 19 年（防災街区整備地区計画区域内の容積移転、防災再開発促
進区域内の避難経路協定など）に改正が行われ、現在に至っている。
現在、国土交通省は、地震時おいて大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべ
き密集市街地（前出の「重点密集市街地」
）のうち、大規模火災に対する最低限の安全
性が確保される市街地の割合を平成 23 年度には 100％にすることを目標としているの
で、その中心的な整備手法となる同法の概要を整理する。
ア）防災再開発促進地区の指定
・都市計画に延焼防止と安全な避難に必要な道路、公園等の整備計画、建築物の
更新の方針を都市計画として定める。
イ）建築物の建替え計画の認定と補助
・延焼防止上支障のある木造建築物を除却し、空地をもった耐火建築物を建築す
る場合に、市町村長等が建替計画を認定し、費用の一部を補助する。
ウ）防災街区整備地区計画の策定
・延焼防止と避難路の確保を目的とした道路等の公共施設の整備と耐火建築物の
誘導を内容とした地区計画（住民参加）の導入。
エ）危険建物に対する除却勧告と居住安定計画の認定手続きと借家契約解除の特例
・移転料の支払い公営住宅の提供、家賃減額等の居住安定計画の認定と借家契約
の解除に係る特例の導入。

（３）川崎市における「重点密集市街地」
前記した国交省公表による「地震時において大規模な火災の可能性があり重点的に
改善すべき密集市街地」は、川崎市においては 5 地区、39ha が該当している。
現在、市は小田２，３丁目地区の全域 25.8ha と幸町３丁目地区 3.7ｈａについて防
災まちづくりプランを作成し、
以下の事業によって平成 23 年度までに不燃領域率 40％
以上に改善する、としている（＊注３）。地区及び事業の概要は以下のようになってい
る。
（＊注）川崎市の重点密集市街地：
「川崎市再生フロンティアプラン」の基本施策では、国交省公表の「重点密集市街地」の該
当地区として小田２，３丁目地区、幸町３丁目地区の 3 地区を位置づけている。これは市住
宅基本計画で位置づけた「緊急に改善すべき密集住宅市街地」における「重点密集市街地」
を引き継いだものであり、国交省の目標とする「大規模火災に対する最低限の安全性が確保
される市街地の割合を平成 23 年度には 100％にする」との整合化を図ったものといえる。
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川崎市「重点密集市街地」の概要
地区名

地区面積・人口等

不燃領域率

これまでの経緯

密集住宅市街地整備促進
事業：18 年度から事業

地区面積 25.8ha
川崎区

人口 約 5,600 人

小田２，３

世帯数 約 2,600

丁目地区

人口密度 218／ha

幸区

地区面積 3.7ha

幸町３丁目

人口 約 700 人

平成 20.1 現在
約 35％

H5 年住宅市街地総合整
備事業による整備計画
作成（19 年度で完了）
実績：木賃アパ建替促進
補助 7 件、狭隘道路整備
1 件、小公園整備 1 件

平成 20.1 現在
約 27％

世帯数 約 400
人口密 190 人／ha

―

・建築物の不燃化促進
・無接道敷地の改善
・通り抜け道路の確保
・拡幅促進路線及び寄付
促進路線の整備
・ポケットパークの確保
・建築物の不燃化促進
・無接道敷地の改善
・通り抜け道路の確保
・拡幅促進路線の整備
・ポケットパークの確保

（４）「木造密集市街地」に係る課題
ア）小田地区、幸町地区の双方とも既に『防災まちづくりプラン』が策定されてお
り、これに基づく整備を進めることとされている。事業についても「住宅不燃化
促進事業」、「区画道路拡幅促進事業」
、
「区画道路寄付促進事業」、
「狭あい道路拡
幅整備要綱」、
「連担建築物設計制度」などによって対応するとしている。しかし、
「川崎再生フロンティアプラン」の第 1 期実行計画実施結果総括（H20.8）による
と、建替促進の実績は０件であり、必ずしも順調とはいえない状況にある。
イ）地域対応に関しては、建替え相談会の開催、広報活動（
「まちづくりだより」及
び「まちづくりニュース」発行：まちづくり局市街地整備推進課）によって行わ
れている。これによる限り地区には住民のまちづくり組織は結成されておらず、
常に行政側からの情報発信とこれへの個別住民の対応、という関係で取り組まれ
ているように推測される。
いわゆる“まちづくり”の主体は住民であるべきであり、まちの将来に対する
地域意思を形成するためには地域組織（主体的にまちづくりに取組む住民組織）
が欠かせない。行政の意図（「災害に強く、安全に住み続けられるまちづくり」）
が、どんなに地域のあり方として正しく、住民の利益に繋がるものであったとし
ても、多くの住民が自分の生活の中で消化し地域的な価値観として止揚できなけ
ればまちづくりにはならない。
ウ）前項については、市は住宅基本計画（平成 17 年）において「緊急に改善すべき
密集市街地」については「まちづくりコーディネーター等の派遣、建替え相談等
の推進」を行い「耐震･防災性や居住性の向上に資する立替を促進する」としてい
るが、現状ではこれらが十分に機能しているとはいえない。
エ）市住宅基本計画は、
「地震等の災害に強い安全な住環境の整備や密集市街地の再
生･改善に向け、特に重点的に取り組むべき地域」を「緊急に改善すべき密集市街
地」として 6 地区を選定し、このうち優先的･最重点に改善すべき密集市街地を「重
点密集市街地」として 3 地区（上記の小田２、３丁目、幸町３丁目）を抽出して
改善の方向を示している（第１章１-６「緊急に改善すべき密集市街地及び耐震改
修推進地区」を参照）。
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しかし、同計画が位置づける「緊急に改善すべき密集市街地」における「重点
密集市街地」と残る３地区（小田栄１丁目、浅田３丁目、戸手３丁目）との“優
先的･最優先”の根拠は不明確であり、重点密集市街地以外の地区について今後の
対応が曖昧にされ、課題として残されている。
オ）市住宅基本計画は、
「防災性の改善の必要性の高い地域（住戸密度、木造棟数率、
木造老朽化率の割合が高い地域）を『耐震改修推進地区』として設定する」とし、
「木造住宅耐震改修助成制度」を活用して耐震改修の推進、木造共同住宅の建替
えを誘導する（同計画 82p）としている。この「耐震改修推進地区」の位置付け
（設定基準）は不明であるが、同計画が「木造老朽住宅の割合が高い密集住宅市
街地等」を耐震改修推進地区に設定し（注４）、防災性の向上を図る（同計画 69ｐ）
としていることから、住宅の倒壊と延焼火災の危険性が存在する地域であること
は明らかである。
同計画によれば、
「耐震改修推進地区」は川崎区、幸区、中原区、多摩区などに
広範に存在していること（同計画 83ｐ）、地区の特性から個々の住宅耐震改修の
みの防災性の向上には限界があることなどから、防災まちづくりとして総合的に
取り組む必要性が強い地域といえるが、現状では当該地域を対象とした対策が予
定されていない。
（注４）
「耐震改修推進地区」要件について：
市住宅基本計画が検討されていた平成 16 年度の時点では、阪神・淡路大震災
以降の対策の中で木造住宅の耐震化の遅れが全国的に大きな課題とされていた。
この時点で各地の自治体が耐震改修支援制度を制度化していたこと、川崎市には
木造住宅耐震改修･診断助成制度は未整備であったこと、一方、国は私有財産で
ある住宅への公的支援（耐震改修補助）には否定的であったことなどから、市は
木造密集市街地の防災性の向上を図る手段として「耐震改修推進地区」を設定し
（木造密集地区では公益性が高いとの考え方（＝国土交通省）を根拠に）、地区
要件を設けて導入を意図したものと考えられる。しかし、その後、「耐震改修推
進地区」の設定基準に特段合理的な理由がないこと、ほとんどの他自治体支援制
度は区域要件を設けていないこともあり、この地区要件はまもなく撤廃された。
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Ⅱ－５．傾斜地の住宅市街地における防災対策
地震防災対策上、河口地域の沖積低地や海岸埋立地など軟弱地盤地域における対策と
ともに、戦後の高度成長期に大都市部で顕著になった丘陵地域における宅地開発地区の
防災対策は重要である。1978 年宮城県沖地震や 1995 年の阪神・淡路大震災では、そう
した傾斜地住宅地区において大きな斜面崩壊被害が発生している。同様な丘陵地域をも
つ川崎市の各区においては、様々な形態で開発した傾斜地（上下地区を含む）住宅地が
広範に形成されていることから、市としても一定の対応を行いつつある。
傾斜地における災害危険として土石流（土石流危険渓流）
、地すべり（地すべり危険箇
所）、崖崩れ（急傾斜地崩壊危険箇所）などが想定されるが、川崎市においては、前２者
は存在しないこととなっている（県治水事務所）
。一方において、市内には大規模な盛土
造成宅地が多数存在していることが判明しており、これらの地盤は“地すべり（滑動）
”
を発生させる可能性が高いとされていることから、盛土造成地への対策が無視できなく
なっている。なお、傾斜地を利用したいわゆる「斜面地地下室マンション」の場合も景
観上の問題から近年一定の対策（条例制定）が講じられるようになったが、避難や消火
活動の困難さといった防災面の問題も指摘できる。
ここでは、近年の災害実績から特に重要とされ、法改正も行われた急傾斜地崩壊危険
箇所（土砂災害危険箇所）、そして、大規模盛土造成宅地（造成宅地防災区域）について
現状の対策を整理することする。

１．急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害警戒区域等）に係る防災対策
（１）目的と内容
県調査によると、川崎市域には土石流危険渓流（砂防法による）及び地すべり危険箇
所（地すべり防止法による）は存在せず、急傾斜地崩壊危険箇所（急傾斜地崩壊防止法
による）だけが 506 箇所存在する（平成 16 年時点）、としている。また、近年施行され
た土砂災害防止法（「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律」
：H12.5 ）による「土砂災害警戒区域等」は前記 3 法による危険箇所から区域指定す
ることとなるが、神奈川県においては平成 16 年時点で５区域のみとなっている。なお、
県内における土砂災害危険箇所数（＝土石流危険渓流数＋地すべり危険箇所数＋急傾斜
地崩壊危険箇所数）は 8,160 箇所となっている（同上調査結果による）。
土砂災害（土砂流出・土石流・地すべり・崖崩れ等）対策については、歴史的な経緯
もあり、上記のような幾つかの関係法によって対応していて複雑である。しかし、これ
によって目的、対策の内容や実施主体が異なるので、ここでは、まず各危険箇所（区域）
の関係法、目的、対策の内容、実施主体などについて整理し、理解の一助とする。
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土砂災害対策に係る「砂防三法」及び「土砂災害防止法」に関する整理
危険地区・箇所名
砂防指定地

土石流危険渓流

根拠法・その他

定 義

対策等

「砂防法
（明治 30 年）
」 土石流や山崩れ等による土砂災害を

・砂防設備の整備（砂

の 規定 によ り主 務大

未然に防ぐため、砂防堰堤等の設備

防ダム,床固工,流 路工

臣が指定

の整備や土地の形質の変更など一定

事,遊砂地設置）

の行為を禁止・制限する必要のある

・土砂採取、宅地造成

土地

等の許可制

建設省（現国交省）が

土石流の発生の危険性があり、5 戸以

・

総 点検 を行 った 箇所

上の人家或いは官公署、学校、病院、

に 基づ き市 町村 が把

福祉施設、駅、旅館、発電所等の公

握しているもの

共施設に被害が生じるおそれがある
渓流

地すべり防止区域

「地 す べり 等防止 法

地すべり区域及び地すべり区域に隣

・ 地すべ り防止 工事

（昭和 33 年）
」第 3 条

接する区域が新たに地すべりを誘発

（抑制工,抑止工,集

1 項の規定により主務

又は助長するおそれがあるため、一

排水施設の整備）

大臣が指定

定の行為制限を必要とする土地

・土砂採取、宅地造成
等の許可制（法きり，
切り土）

地すべり危険箇所

建設省（現国交省）、

地すべりが発生している或いは発生

農 水省 及び 林野 庁が

するおそれがある区域のうち、河川,

総 点検 を箇 所に 基づ

道路,公共施設,人家等に被害を与え

き 市町 村が 把握 して

る恐れのある箇所

・

いるもの
急傾斜地崩壊危険
区域

急傾斜地崩壊危険
箇所

「急 傾 斜地 の崩壊 に

崩壊のおそれのある傾斜地（傾斜度

・斜面地崩壊防止施設

よ る災 害の 防止に 関

30 度以上、高さ 5m 以上）で、その崩

（よう壁工、法面保護

する法律
（昭和 44 年）
」 壊により相当数の居住者等に危害が

工）

3 条 1 項の規定により

及ぶ場合、隣接する土地で崩壊が助

知事が指定した区域

長、誘発のおそれがないようにする

・水の放流、掘さく、

ため行為の制限が必要のある土地

盛土等の規制

建設省（現国交省）が

傾斜度 30 度以上、高さ５ｍ以上の急

・

総 点検 を行 った 箇所

傾斜地で、崩壊により被害が及ぶと

に 基づ き市 町村 が把

想定される区域内に、人家 5 戸以上、

握しているもの

或いは官公署、学校、病院、福祉施
設、駅、旅館、発電所等の公共施設
のある箇所

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒
区域

「土 砂 災害 警戒区 域

土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊

市 町村防 災会議 によ

等 にお ける 土砂災 害

等の土砂災害の恐れがある区域

る 避難及 び救助 等の

防 止対 策の 推進に 関

計画策定

する法律（平成 12 年 5

・情報伝達

月）」に基づき知事が

・住民への周知

指定

土砂災害警戒区域の中で、建築物に
損壊が生じ、住民に著しい危害が生
じるおそれがある区域

・特定の開発行為の許
可制
・建築物の構造規制
・移転の勧告と支援

（注）上記の表では森林法に基づく治山事業（保安林内）な係る「山地災害危険地区」は除いている。
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（２）実施･実効状況
神奈川県のホームページによると、県内における土砂災害危険箇所は、平成 15 年 3 月
時点で以下のような状況にあり、うち土砂災害警戒区域の指定（平成 18 年 10 月）は 5
地区である。
土石流危

地すべり危険

急傾斜地崩壊

土砂災害危険

土砂災害警戒

険渓流

箇所

危険箇所

箇所数

区域指定箇所

神奈川県総数

９６０

３７

７１３６

８１６０

５

川崎市箇所数

０

０

５０６

５０６

０

また、川崎市内の「急傾斜地崩壊危険箇所」506 箇所（調査は平成 13 年度）のうち、
平成 20 年 10 月現在で 85 箇所が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されており、その内訳
は次のとおりである。なお、川崎市の地震防災施設整備状況（平成 20 年 3 月時点）によ
ると、
「対策済みの急傾斜地崩壊危険箇所」は 77 箇所、
「対策実施中」が 8 箇所となって
いる。
幸 区
急傾斜地崩壊危険区域（85）

中原区

2

2

宮前区
7

高津区
43

多摩区
12

麻生区
19

なお、指定「急傾斜地崩壊危険区域」においては、ア）切土、盛土、伐採等行為の知
事許可、イ）県による土地所有者、行為者への防災工事の勧告、ウ）県による土地所有
者、施工者への改善命令、エ）一定基準を満たす場合の県による急傾斜地崩壊防止工事
の施工が可能、などが適用される。
（３）課
①

題
現在市内には「土砂災害防止法」による「土砂災害警戒区域等」の指定箇所は存在

しないが、これは指定手続きが遅れていることによるものと考えられる。しかし、現
実には市域内には多数の危険箇所が存在することから、応急的なソフト対策を促進し、
万が一の場合に備え生命等の安全を確保する上で、早急な区域指定を行うことが課題
といえる。
②

川崎市内では、現在、指定「急傾斜地崩壊危険区域」が 85 箇所のみで、全体（急傾
斜地崩壊危険箇所 506）の 17％と少ない。これは、まず、関係権利者による急傾斜地
の崩壊防止工事の要望があってはじめて、行政による指定要件の確認、地元説明会、
要望書の受理などの区域指定の手続き進められるという、発意が関係権利者にあるこ
とによる。言い換えれば、関係権利者からの要望が出ない限り、危険箇所が放置され
続けるという制度上の問題がある。

③

市としては、上記の土砂災害危険状況を直視し、対策が講じられていない 83％（506
箇所のうち 421 箇所）について、どのような対応を進めるのかの方針を検討し、対象
地域の住民とともに取り組みを開始することが大きな課題となっている。
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２．「造成宅地防災区域」に係る防災対策
（１）目的と内容
阪神・淡路大震災、新潟県中越地震などにおいては、谷地・沢地や斜面地などの自然
地形を大規模に盛土造成した宅地（谷埋め盛土・腹付け盛土）の“地すべり崩壊（滑動
崩落）”が多発したことから、盛土造成地の地震対策が緊急かつ重要との認識から、平成
18 年 4 月に「宅地造成等規制法（昭和 36 年）」の大幅な改正（
「宅地造成等規制法等の
一部を改正する法律」が行われ、従来からの「宅地造成工事規制区域」指定･規制行政に
加えて、
「造成宅地防災区域」の指定、同区域内の災害防止措置等の対策が行われること
となった。以下、制度の要点について内容の整理を行う。
①

目的
宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために「宅地造成工事規
制区域」を指定し、区域内において必要な規制（許可、指導・監督）を行うこと、及
び造成された宅地等の安全性を確保するため、
「造成宅地防災区域」を指定し、その区
域における災害の防止のための措置（よう壁設置等の勧告、命令）並びに保安上危険
な建築物の居住者等に対する貸付金の措置を講じる。

②

内容
ア）宅地造成工事規制区域の指定と工事許可等

・知事（指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地においては市長）は、宅地造成
に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域で、
宅地造成工事について規制を行う必要があるものを「宅地造成工事規制区域」
（以下
「規制区域」）として指定できる（法 3 条）。
・規制区域内で行う宅地造成工事は、造成主は着手前に知事（同前）の許可を受けな
ければならない（法 8 条）。
・宅地造成工事は、政令で定める技術基準に従い擁壁、排水施設、その他施設の設置、
その他造成に伴う災害防止のための必要な措置を講じたものでなければならない
（法 9 条）。
イ）造成宅地防災区域の指定と災害防止のための措置
・知事（指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地においては市長）は、宅地造成
に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大き
い一団の造成宅地の区域であって、政令で定める基準に該当するものを、
『造成宅地
防災区域』として指定できる（法 20 条）。
・指定の基準：ⅰ）一定規模以上の盛土（盛土の面積が３千㎡以上、又は勾配が 20 度
以上かつ高さが５ｍ以上）で、安定計算により大地震時に地滑り的崩落等の恐れが
あると認められるもの、ⅱ）現時点において既に地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩
落等が生じていることから、災害発生のおそれが切迫しているもの。
・知事（同前）は、造成宅地造成区域内の宅地について、災害の防止のため必要な擁
壁の設置等の措置の勧告及び災害の発生のおそれが大きいと認められる場合におけ
る擁壁の設置等の命令をすることができる（法 21,22 条）。
（２）実施・実効状況
①神奈川県は宅地造成規制法に基づき、
「宅地造成工事規制区域」として以下の図及び表
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（神奈川県資料より）のように指定し（昭和 37 年 6 月 23 日、建設省告示台 1472 号、
同 7 月 13 日発効）、区域内の工事に関して規制並びに指導監督を行っている。なお、
現在、政令市である川崎市は市長による所管事務となっている。

②

川崎市における改正「宅地造成等規制法」への現状対応

ア）大規模盛土造成地マップの公表
市は大規模盛土造成地を表示した地図を作成し、ホームページ上で公表している。
これには、A）市域内の盛土造成地（2,487 箇所）
、B）宅地造成等規制法（昭和 37 年
119

制定）施行以前に造成された盛土造成地（488 箇所）
、C）今後優先的に現場調査を行
う候補盛土造成地（40 箇所）、の 3 種があり、内容は「谷埋め盛土」と「腹付け盛土」
の区分をしている。
イ）市では、平成 19 年度以降、大規模盛土造成地の中から、人家や公共施設への影響
が大きいと思われる箇所について、現場調査（滑動崩落対策工事の必要性について
の判断するための詳細な盛土の規模や状況の把握）を進めるとしており、これが上
記の C）に相当する 40 箇所の候補盛土造成地である。
ウ）川崎市の場合、平成 19 年 3 月時点では「造成宅地防災区域」に指定された区域は
ない。
（３）課題
①

改正宅地造成等規制法は、新たに「宅地造成工事規制区域外において、宅地造成

に伴う災害であって相当数の居住者その他の者に危害を生ずるおそれが大きい一団
の造成宅地を、
『造成宅地防災区域』として指定し、宅地所有者等に対して、災害防
止のため必要な措置を講ずることを勧告又は命ずることができる」となっている。
宅地造成等規制法は S37 年施行以来、
「宅地造成工事規制区域」を指定し、開発許
可を通じて主として技術的規制により宅地の安全確保を図ってきたといえるが、そ
の主眼は技術基準がよう壁や排水施設等を中心としているように降雨時の土砂災害
防止にあった。これに対して、H18 年の改正法は近年の地震時における盛土造成地の
地すべり災害を踏まえてのものであり、宅地造成地の中でも「大規模盛土地」への
対策といえる。
しかし、上述のように「造成宅地防災区域」の指定は「宅地造成工事規制区域外」
において行われることになっており、宅地造成工事規制区域内については除外され
ている。このことは、大規模な盛土造成地であっても宅地造成工事規制区域内のも
のは、現地調査の対象にも入らないし、今後とも地震防災対策が講じられる可能性
のないこととなる、という制度上の課題がある。
②

上記のように川崎市においては、既に 5,800ha（市域総面積の 40％、丘陵地の大
半が該当している）という広大な面積が「宅地造成工事規制区域」として従来から
指定され、対策を講じてきた経緯がある（Ｓ37 年以降に限定）
。今後「造成宅地防災
区域」に指定できるのは、こうした「宅地造成工事規制区域」以外の大規模盛土造
成地のうち、現地調査によって危険と判断された区域となり、極めて限定された箇
所にならざるを得ない、という課題がある。

③

航空写真や図面などによって大規模盛土造成地を確認した川崎市が、今後、
「造成
宅地防災区域」を指定して行こうとする場合、まず、現地調査を行って地形や土質
等を把握した上で安定計算を行い（第二次スクリーニング＝大規模盛土変動予測調
査）、相当数の居住者

その他の者に危害を及ぼすおそれが大きいと判断される場合

に区域指定することとなる。
しかし、これにはボーリングや測量等の多大な費用と時間を要すること、一般的
には既に対象地区内には住宅が建てられ多くに住民が生活していることなどから、
調査自体を実施することが難しい、という問題がある。
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④

さらに、現地調査の結果、
「地区指定」を行うには住民説明や住民合意が必要にな
ること、所有者・管理者又は占有者の事業費負担が生じること、
（市長から勧告又は
改善命令を受けた場合）所有者・管理者又は占有者には是正の義務が生じること、
「区

域指定」により地区全体が危険地盤地区となって価値の低下が避けられないことな
どから、「造成宅地防災区域の指定」は現実問題として困難がある、という制度上の
課題がある。
⑤

以上から、川崎市として今後「宅地耐震化対策事業」を推進していくには、改正

宅地造成規制法に沿った対策では不十分であり、
「宅地造成工事規制区域」の内外を
問わず、独自に対策を講じていく制度的な整備を行うことが必要であり、また、造
成地はそれぞれが条件を異にすることから、
“防災まちづくり”という枠組みの中で、
応急及び恒久的な対策を、地域事情を反映させて取り組むことが必要といえる。
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Ⅱ－６．石油コンビナート地区における防災対策
石油コンビナート地区（特別防災区域＊１）における防災対策は、石油コンビナート等
災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づく「石油コンビナート等防災計画」によって
推進されている。神奈川県においては、京浜臨海地区、根岸臨海地区、久里浜地区に係る
防災対策の推進を図るため、神奈川県石油コンビナート等防災本部により「神奈川県石油
コンビナート等防災計画」が策定されている。
この防災計画については、
「特別防災区域に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流出
等の事故又は地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる災害の防止並びに武力攻撃
若しくは緊急対処事態に伴って発生した災害への対処に関し、県、関係市、特定地方行政
機関及び関係公共機関並びに特定事業者が一体となり実施すべき業務を定めた総合的かつ
基本的な計画」であるとしている。
＊１）石油コンビナート地区：石油コンビナート等災害防止法第 2 条第 2 項に定める石油コンビナ
ート等特別防災区域をいう。

このことから、京浜臨海地区の石油コンビナート防災対策については、神奈川県の石油
コンビナート等防災計画の内容が基本となる。実際、川崎市地域防災計画「都市災害対策
編」（平成 19 年度修正版）では、「石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナ
ート等特別防災区域（本市京浜臨海地区）に係る災害については、神奈川県石油コンビナ
ート等防災計画により対応するものとする、としている。
以上から、本稿では県の「石油コンビナート等防災計画」（以下「石コン防災計画」と
いう）の内容について、主として市の防災対策業務を検討する。なお、防災組織及び災害
想定についてはここでは除く。
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１．災害予防計画
県「石コン防災計画」では、市関係業務を次のように定めている。
予防計画

業務事項

内容

指導監督

県、関係市等の防災関係機関は、関係法令に基づく立入り検査の実施及び許認可、
届出等の機会を通じて、危険物、高圧ガス、毒劇物を有する特定事業所等を指導、
監督すると共に、自主保安体制の確立に向けて適切な助言を行う。
〇県・市

防災関係機関による立入り検査

〇県・市

保安管理・自主点検の強化、防災組織の育成指導、相互応援体制確
立指導

〇県・市

防災教育・訓練の実施、防災要員への教育・訓練、研修会

防災施設等

石油コンビナートに係る多種多様な災害に対応するため、防災関係機関は防災施設

整備

等の整備充実に努める。
〇市

防災訓練の
実施

県及び関係市は、災害応急対策活動を実施するため、災害発生を想定した総合訓練
又は個別訓練、特定事業所及び地域住民との連携協力のもとに年間計画に基づき日
頃から実施に努める。
〇県・市

避難計画の
策定

医療救護の
整備

防疫予防対
策
情報連絡体
制の整備

防災通信網
の整備

消防力の整備、防災道路の整備等

防災本部運営訓練、災害予防型訓練、発災対応型訓練

関係市は、災害時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、住民等を対象に以下の
事項を内容とした避難計画を策定する。
・避難勧告又は指示を行う基準
・避難勧告又は指示の伝達方法
〇市
・避難地の名称、所在地、対象地区及び対象人口
・避難地への経路及び誘導方法
・避難地等の整備に関する事項
・避難の心得、知識の普及啓発に関する事項
関係市は、災害時に迅速な医療救護を実施するため、自主防災組織の活用をはじめ
以下の事項を含む医療救護体制の確立を図る。
救護所の指定及び整備と住民への周知、救護班の編成体制の整備、
〇市
救護班の活動場所の指定、救護班の輸送方法、負傷者等の搬送方法、
地域救護病院の指定及び整備
救護活動に必要な医薬品、医療資機材の備蓄を行うと共に、調達体
〇市
制を整備する。
県及び関係市は、防疫体制の確立、防疫用薬剤等の備蓄、感染症患者移送体制の確
立を図る。
県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所は、災害情報の受理、伝達に必要な
連絡体制の確立を図る。
当該市の内部組織（消防機関、防災主管課）に対応した情報連絡体
〇市
制を整備確立し、災害情報活動に万全を期する。
県、関係市及び特定事業所は、災害情報等の収集、伝達のため、防災通信網を整備
する。
事業所及び住民等に対する災害情報の提供及び被害情報の収集伝
〇市
達手段の整備に努める。
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２．災害応急計画
県「石コン防災計画」では、市関係業務を次のように定めている。
応急対策

業務事項

災害情報の
収集、伝達

省略

通信の確保

省略

災害の防御
活動

関係市の消防機関は、特別防災区域内における災害防御活動を以下の通り実施する。

災害広報
避難の勧告
又は指示

・現場指揮本部の設置、火災警戒区域等の設定、現場広報及び避難
指示（現場広報、避難の勧告と適切な誘導）
・扇島に関する消防業務
○市消防
・応援要請（協力）
・防災資機材等の活用
・各消防機関の出動及び資機材輸送対策
関係市は、住民に対して、災害の状況、避難所情報、交通機関やライフラインの復
旧情報、その他生活に必要な情報の広報活動を行う。
関係市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときは、危険
地域の住民等に対し避難の勧告又は指示を行う。この場合避難すべき場所を指示す
ることができる。なお、特に必要があるときは警戒区域を設定し応急対策に従事す
る者以外に対して、立入り制限、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

川崎市の避難対策
（１）避難の措置

（２）
避難の方法

（３）
避難の誘導
方法

（４）
避難場所
（５）今後
の取り組み

内容

次の通り避難対策を実施する。
上記の通り。

特定事業所の大規模な火災・爆発及び震災時等広域的な災害においては、行政と住
民が一体となって対処するという基本理念から次の避難方式をとる。
ア．一時避難
特定事業所における大規模屋外タンク等の火災・爆発又は有毒ガス
の漏洩により付近住民に危険が及ぶと認める場合は、公園・大規模
な空地等安全な場所に避難させる。
震災等により、広域的な災害が発生し周辺地域住民に危険が及ぶと
イ．広域避難
認める場合には、安全である直近の市立小・中・高等学校又は広域
避難場所に避難させる。
特別防災区域内で、島部と連絡する橋梁が災害により落下し、内陸
ウ．特別避難
部との連絡が途絶した場合は、次の避難を行う。
(ア)集合場所：船舶の係留位置及び港湾施設の被害状況を考慮して
指定し、各種の情報手段により在島者に伝達する。
(イ)避難用船舶：川崎海上保安所と在港船舶のうち自力接岸できる
船舶について協議し、船長に依頼し確保する。
(ウ)避難先：災害、気象を勘案し、東扇島・扇島等島部を最優先と
し、接岸できない場合は東京湾内の他の港とする。
市長は防災機関と緊密な連携をとり、次により安全かつ迅速に住民を避難場所に誘
導する。
ア．避難に際しては、人身の安全を最優先とする。
イ．災害の状況等を考慮し、危険の及ばない幅員の広い道路を経由する
ウ．危険箇所には、表示、縄張り等をし、危害の防止をする。
エ．要所には誘導員を配置する。
避難場所は周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対し安全な場所とする。
ア．公園・大規模な空地等安全な場所
イ．危害の及ばない直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所
特別防災区域内の避難対策をより実効性の高いものとするため、住民及び企業との
ネットワーク化を図り、避難計画等について具体的な検討を進める。
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緊急輸送路
等の確保

物資受け入
れ港の確保

医療救護対
策

関係市は、それぞれの計画の定める所により、速やかに応急復旧作業体制を確保し、
道路機能の確保を図る。
災害時における避難、消火、救援活動等が円滑にできるよう道路啓
川崎市建設局
開及び応急復旧対策を実施する。
・基本方針、活動方針等については省略
物資受け入れ港の管理者は、災害時の海上輸送を円滑に行うため、物資受け入れ港
としての機能を確保する。
川崎市港湾局
川崎港は、全域が特別防災区域の指定地であるため、応急復旧につ
いても港湾施設を保有する特定事業者等の協力を得て実施する。
（以下省略）
関係市は、自ら救護班を編成すると共に、必要に応じ地区医師会等の協力を得て医
療救護班を編成し、災害の程度に即応した救護活動を行う。
関係市は、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めたときは県に
対し、迅速的確な医療救護について要請を行う。

川崎市の医療救護

ア．医療対策（省略）

イ．救急救助対策（省略）

３．課題
① 災害時の避難計画について
上記のように神奈川県石油コンビナート等防災計画においては、「関係市は、災害時
に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、住民等を対象に以下の事項を内容とした避難
計画を策定する」
（災害予防計画）としており、また「管轄区域内において危険が切迫し、
必要があると認めるときは、危険地域の住民等に対し避難の勧告又は指示を行う。この
場合避難すべき場所を指示することができる」
（災害応急計画）としている。
同計画の中で、川崎市の避難対策として、事態の違いによって一時避難、広域避難、
特別避難の3方式を示し、避難場所については「公園・大規模な空地等安全な場所、危害
の及ばない直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所」を提示している。
しかしここには、ア)避難の対象者が「市民等」としているが、事業関係者が含まれる
のかどうか不明である、という問題、イ)避難場所（施設）については施設要件のみであ
り、殊に「公園や大規模な空地等」に関しては一般には分かりにくい、という問題、ウ)
特別避難に関して、危険物災害時において果たして迅速な対応が可能か、という問題な
どが課題として指摘される。特に「特別避難」については、同計画の中で「今後、具体
的な検討を進める」としているが、実効性と安全確保の点において課題が残る。
② 住民への避難計画の周知について
京浜臨海部の石油コンビナート等地区における危険物災害が「震災等により、広域的
な災害が発生し周辺地域住民に危険が及ぶと認める場合」に避難は、避難勧告や指示の
内容が極めて複雑になることが想定される。即ち、危険物災害の影響（気象条件、危険
の内容、規模等）を考慮することは無論であるが、市街地内の火災等の災害状況を踏ま
える必要があり、様々なケースによって避難場所（施設）が異なること、場合によって
は一旦避難した場所からの再移動する事態さえ考えられる。こうした点から広域的な災
害時の避難についてはその主旨、方法等について、十分な事前周知が必要であると共に、
避難の訓練等も重要となるが、現状では不十分である。
③ 臨海部関係者の避難経路と避難場所
石油コンビナート地区に居住又は従事する関係者（住民、従業員等）については、や
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や古いデータであるが、平成7年度の調査報告書(川崎市石油コンビナート等特別防災区
域に関する避難対策基礎調査報告書・Ｈ8.3、川崎市土木局防災対策室)によると、京浜
臨海工業地区のうち川崎市区域（石油コンビナート等特別防災区域）には3,420人（1,606
世帯）が居住しており、事業所関係者は概ね10,000人強と推測している（不特定市民利
用施設分は除く）。また、産業道路以南で特別防災区域に隣接する地区には10,285人
（4,360世帯）が居住しており、合計23,705人以上の居住者・事業所関係者が滞在してい
る、と考えられる。しかし、居住者のうち昼間は域外に出る人がおり、事業所関係者は
夜間ほとんどいないなど実際の滞在者数は複雑である。
大規模災害時（避難勧告、指示の場合など）には、これらの関係者等が内陸市街地側
に避難することとなっていることから、内陸市街地側の一般避難住民との避難経路及び
避難場所などにおいて混乱が想定される。特に、臨海地区（特別防災区域）から内陸部
に至るまで数kmの歩行避難の実行が可能か（避難路は1本に限定され、そこでの液状化や
危険物の漏洩・火災などへの対応）、特定避難場所への超過集中の回避、地理的不案内
と経路途上のネック箇所（橋梁部、産業道路等）対策、など課題が少なくない。
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神奈川県石油コンビナート等防災計画の計画体系
（「神奈川県石油コンビナート等防災計画」（平成19年3月）より）
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石油コンビナート等防災本部の組織
（「神奈川県石油コンビナート等防災計画」（平成19年3月）より）
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京浜臨海地区における特定事業所の立地状況（
「神奈川県石油コンビナート等防災計画」
（平成 19 年 3 月）より）

Ⅱ－７．都市開発と新たな防災課題
１．中高層集合住宅の防災対策
（１）全般的状況
大都市圏では中層或いは高さ 31m 以上の高層集合住宅の建設が急速に進み、今日では
高さ 60m を超える超高層集合住宅の建設も特に目新しいものではなくなっている。基本
的な住宅開発の傾向は川崎市の場合も同様であり、高層住宅居住者が年々増加している
状況にある。
高層集合住宅については、住棟管理、生活環境、居住者の結びつきなどの面で種々の
問題が指摘されているが、防災対策に関しても、一般戸建住宅や低層集合住宅の場合と
は異なる新たな課題が生れている。いわゆる高層住宅における防災問題は、阪神・淡路
大震災の際に負傷者が多数発生したこと、ライフライン被害による生活継続が困難にな
るなど、様々な弱点が顕在化した。その後、2005 年の千葉県北西部地震（最大震度５強）
では、４都県で 64,000 台のエレベーターが止まり（全数 22 万 7 千台）、管制運転式（最
寄階で開扉）のエレベーターでも 73 台で閉じ込め事故が発生するなど、地震時の閉じ込
め被害の多発と容易に運転再開ができない、という高層住宅特有の防災課題が明らかに
された。
川崎市の住宅状況（下表：
「住宅事情 2006（川崎市まちづくり局）
」から転載）は、2003
年時点で中高層共同住宅の棟数が 17,900 棟、このうち 6 階以上のものは 2,330 棟となっ
ている。‘98～‘03 の５年間に 2,790 棟増加していることから、単純に推計して‘08 年
時点では 20,000 棟強の中高層共同住宅が存在するものと考えられる。また、住戸数では
既に市内全体の半数を超える住宅が３階以上の中高層共同住宅となっている。中高層集
合住宅については、品質面の地域差はそれ程なく、当市の場合についても他都市と共通
の防災問題を抱えているものと考えられる。

高層集合住宅の中で分譲マンションはその管理形態が多様であり、住棟が被災した場
合の対応の難しさなどから防災上の課題も少なくないので、ややデータは古いが「川崎
市分譲マンション実態調査報告書」からその概要を見る。同報告書は平成 13（2001）年
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までに建設された分譲マンションを対象に実施されたものである。
調査対象の分譲マンションは 1,981 団地、2,319 棟、95,204 戸であり、分譲主体別の
棟数は、民間 2,037 棟（87.8％）
、公団（現都市再生機構）155 棟（6.7％）
、市住宅供給
公社 102 棟（4.4％）、日本勤労者住宅協会 15 棟（0.7％）、県住宅供給公社 10 棟（0.4％）
であり、民間マンションが約 9 割を占めている。民間分譲マンションの特徴は以下の通
りである。
表―民間分譲マンションの特徴
項目
１

築年数

内

容

・築 10 年以内の新マンション：942 棟（46.2％）
・昭和 56 年（新耐震設計規定）以前の建築：334 棟（約 16％）

２

規 模

・小規模マンション（住戸 29 戸以下）：929 棟（約 45.6％）
・中規模マンション①（住戸 30～39 戸）
：360 棟（17.7％）
②（住戸 40～69 戸）
：814 棟（26.1％）
・大規模マンション（住戸 70 戸以上）：216 棟（10.6％）

3

オートロック

・オートロック設置マンション：1,185 棟（58.2％）

エレベーター

・エレベーター設置マンション：1,493 棟（73.3％）
・集会場を保有するマンション：424 棟（20.8％）

４

理事会の開催

・理事会を定期開催しているマンション
月に１回開催：552 棟（27.6％）
、２箇月に１回開催：279 棟（14％）
・理事会なしマンション：122 棟（6.1％）

集合住宅には、分譲持家、民営借家（賃貸マンション）
、公営、公団・公社など形態は
様々あり、それぞれ管理形態等が異なることから防災問題についても一様ではないが、
ここでは基本的な防災課題について整理を行う。
（２）課

題

① 被災建築物の修復：地震時に想定される被害として、建物本体（柱・壁、通路・階段
室等）、供給処理設備系（ダクト、ポンプ室、受水層等）、個別住戸内（天井落下、ド
アの開閉不能、ガラス戸の破損等）の被災が想定されるが、分譲マンションの場合、
共有部分との関係もあり修復費用の負担方法が必ずしも明確ではない。
なお、事前の耐震診断、必要な耐震改修については、費用が高額になることから容
易に進んでいないという課題がある。
② 被災住宅の再建：住宅本体が被災した場合、数年間に及ぶ長期転居が避けられず、住
棟の再建築計画のための居住者の合意形成、都市計画上の建築制限条件（住戸数増加
の可否）などから、被災した場合の対応の難しさがある。
③ ライフラインの被災：供給処理施設系が損傷した場合、高層住宅では居住不能状態が
生まれ、いわゆる‘高層難民’化を強いられることとなる。こうした事態への社会的
対応準備が地域や行政側に必ずしもできていない。
④ エレベーター閉じ込め事故：地震によるエレベーターの停止と閉じ込め問題の発生が
十分に想定されるが、エレベーター保守管理会社の対応に限界があり、閉じ込め者の
救出及び早復旧のための体制を保守管理会社と連携して整備していく必要がある。な
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お、使用不能な場合における高齢者等要援護者の階段避難には危険が伴い、大きな課
題である。
⑤ 住棟内の災害時協力体制：地震発生時に住棟内で火災が発生した場合、（容易に延焼
はしないが）住民による消火活動をはじめ、居住者への連絡や避難行動、あるいは要
援護者の救出について十分に対応計画が整っていない。管理組合等による上層住戸へ
の延焼防止、初期消火の方法、円滑な避難方法など体制の整備が課題である。
⑥ 地震時の負傷者対応：過去の経験から、高層住棟における揺れの大きさと家具の転倒
や落下物による負傷者の多発が想定される（建物の特性もあり室内対策が進んでいな
い）。一般に上層階ほど揺れが大きくなり被害も多くなることから、階段を使った負傷
者の救助・救出活動の実施は重要問題である。

２．鉄道結節駅周辺地区等の防災対策
（１）全般的状況
大都市圏においては長距離通勤・通学を日常としていることから、災害時の「帰宅困
難者」問題への対応は避けられない。自治体にとって域内で生じる「帰宅困難者」の多
くは他自治体の市民ではあるが、同様に域外において川崎市民が「帰宅困難者」化して
いることを考えれば、
「帰宅困難者」を‘厄介者’扱いではなく、早期安全に帰宅できる
支援を講じる観点が自治体対策として必要である。
川崎市においては、JR 川崎駅をはじめとする旅客鉄道結節駅（武蔵小杉駅、溝の口駅、
登戸駅など）は時間帯にも拠るが、数千～数万人の通勤通学者の乗降・乗換え客や買い
物・娯楽等の一般滞留者が利用している。したがって、大地震等によって鉄道が全面的
に停止状態になった場合、これらの駅及び周辺地区には多くの「帰宅困難者」が滞留す
るものと推測される。
多数の「帰宅困難者」が長時間滞留する場合、僅かな不安情報によって混乱（パニッ
ク）が発生したり、犯罪を引き起こしたりすることが懸念される。場合によっては、帰
宅困難者が宿泊所を求めて大挙して避難所に入り込む事態も考えられる。東京都におい
ても地震時の帰宅困難者対策は重要な対策として位置付けられており、当市としても対
応が必要となっている。
（２）課題
① 現状においては、多数の帰宅困難者の発生が想定される鉄道結節駅周辺地区に対する
離通勤通学者、一般滞留者（買物・娯楽等）への対応計画が策定されていない
② 大規模事業者、高校・大学など多くの従業員、学生を擁する施設管理者への地震時対
応の方針が提示、周知されていないことから、帰宅困難者を縮小する方策が図られて
いない。
③ 帰宅困難者への対応（支援）には、自治体は勿論、鉄道旅客会社、駅周辺地区事業者
（商店会等）、警察署などの協力が欠かせないが、こうした体制が整備されていない
④ 帰宅困難者に対する行政としての基本的な対応（支援）方針及び対応計画が検討・整
理されていない。したがって、鉄道利用者への地震災害時における川崎市としての対
応方針、帰宅困難者の心得などの啓発が行われていない。
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Ⅱ－８．防災対策に係る制度・マニュアル・事業等の状況
川崎市における災害対策にかかる制度・マニュアル・事業等について、これまで触れられ
ていないものの中から、主なものを市の資料から抜粋して整理する。ここでは、まず市にお
いて防災に関して整備されている事業等の状況を把握したのち、市で事業評価されている項
目について、その進捗状況等について整理する。

１．制度、事業等の整備状況
（１）制度（条例、計画等）、
（２）マニュアル・広報、
（３）事業に分けて整備状況につい
て概観する。
（１）制度（条例、計画等）
法定計画である地域防災計画のほか、川崎市では川崎市地震対策条例、川崎市震災対
策行動計画など市独自の取り組みがなされている。
１）川崎市地震対策条例
①意義及び根拠
この条例は、この条例の制定の 3 年前に施行された大規模地震対策特別措置法に沿っ
た内容で構成されている。川崎市は大規模地震対策特別措置法による地震防災対策強化
地域には指定されていないが、県西部地域が強化地域に指定されているなど警戒宣言時
などにおいて川崎市において少なからず影響が及ぶことも想定されるが、この条例によ
り大規模地震による被害に対して、市、市民、事業者における震災対策への基本的な姿
勢を定め、防災協働社会を構築する基本方針として位置づけることができる。
②内容
条例の制定は、昭和 56 年 4 月 1 日条例第 26 号（最近改正平成 9 年 3 月 31 日条例第
16 号）の全３１条で構成されている。
目次と主な内容は以下のとおりである。
第 1 章 総則（目的、用語の定義）
震災に対する予防、事前措置、応急対策等により、地震対策の総合的な推進
を図り、市民の生命財産を守ることを目的と定めている。
第 2 章 責務（市、市民、事業者の責務）
防災協働社会を構成する市、市民、事業者それぞれの基本的な責務を明らか
にしている。
第 3 章 震災の予防（震災予防対策の推進）
震災予防のための調査研究の実施、施設等の安全性確保、避難場所の確保等、
応急物資の確保、非常用品の確保、危険物等の安全管理、地震に係る防災訓練、
防災知識の普及、情報の提供等について、各主体の基本的な事項を定めている。
第 4 章 大規模な地震に係る緊急時の事前措置（地震防災事前対策の推進）
大規模な地震の発生が予測され、かつ緊急に対策の実施が必要である場合に
おいて、各主体に以下の事項を定めている。
①市長は、あらかじめ地震防災事前対策計画を作成し、必要に応じて計画に従
って事前措置を講ずると共に、市民及び事業者に指示する。
②市民は、市からの指示に従い、自主的に火気及び自動車の使用の制限、初期
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消火・非常用品の準備等を実施する。
③事業者は、あらかじめ地震防災事前措置計画を作成し、必要に応じて計画に
従って事前措置を講ずる。
第 5 章 震災応急対策（震災時の応急対策）
地震が発生した場合に、市長、市民、事業者が実施する基本的な事項を定め
ている。
第 6 章 自主防災組織（自主防災組織の育成）
市民は自主防災組織の結成に努め、自主防災組織は役割分担を定め、必要な
資機材を整備し、防災訓練を実施することに努めると定めている。また、市長
は自主防災組織に対する助成を定めている。
第 7 章 雑則
③特徴
市区町村レベルにおいて、震災対策に関する基本的な責務を明確にしていることは大変
意義深い。平成 9 年に改正されているが、今日的な状況を考慮すると、市、市民、事業
者のほかにもボランティアや NPO などの新しい防災の担い手の位置づけや災害復興に関
する項目などが追加する必要があると思われる。また概念的な内容のために具体性に乏
しく、この条例を基礎とした具体的な防災への取組を検証する必要がある。
２）川崎市震災対策行動計画
①意義及び根拠
川崎市独自の取り組みであるため、特に法律的な根拠や背景はない。しかし、市地域防
災計画の実行計画として位置づけられており、その実効性を高めるための施策を具体化し
ている。
②内容
・基本理念
テーマ：災害に強いまちづくり
基本的事項：協働防災社会の形成と減災
・目的
「減災」を目指すための、新たな震災対策を推進していく積極的な取り組みを示し、
本市の地域防災計画の実効性をより高めるため、川崎市における具体的な施策を検討
する。
・計画期間
川崎市震災対策行動計画は、既に着手しているものも含め早期の実現を目指す。
・推進体制
推進の考え方については、新総合計画との整合を図りながら推進していく。
行動計画に基づく、それぞれの具体的な施策の実施にあたっては、担当部局が年次
計画を策定し、施策の開始・終了時期及び目標指標等を設定して計画的に推進すると
ともに、その実効性を担保するため、その進捗状況について毎年度進行管理を行い、
必要に応じた見直しを実施する。
・川崎市地域防災計画との関連
川崎市地域防災計画（震災対策編）が地震防災対策の骨格（基本計画）として位置
づけられるものであり、これに対し「川崎市震災対策行動計画」は、前述の地域防災
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計画の実効性を高め、その目的の達成のため、詳細な年次計画のもと施策を実施する
ための実施計画として位置付けている。
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③特徴
市独自で防災に関する施策を検討し、計画として体系付けている点に特徴がある。しか
し、各項目の実現時期については、明記されていないものも多く、計画実現の裏づけが担
保されていない面もある。
（２）マニュアル・広報
防災に関するマニュアルや広報に関しては、インターネットの普及により、印刷物の
全戸配布とともに市のホームページ上での公開が一般的になっている。
１）「備える。かわさき（保存版）」
「備える。かわさき ポータブル」発行
①意義及び根拠
川崎市地域防災計画、川崎市震災対策行動計画等において市民の防災意識の高揚が規定
されており、その一環としての取り組みである。一般的な基礎知識を市民全体に広報・周
知している。
②内容
ア．「備える。かわさき（保存版）」
平成 18 年度に災害に対する日頃の備えなどの情報を掲載した防災冊子を全戸配布した。
主な内容は以下の通りである
・地震に強い家づくり
・地震!! そのときどうする
・備備蓄品・非常持出品、避難時の心得
・風水害に備える
・災害時の情報は
・地域の助け合い
・緊急連絡カード・防災チェックリストほか
イ．「備える。かわさき

ポータブル」

平成 19 年度に通勤・通学者向けの防災マニュアルとして、作成・配布を行った。
定期入れなどに入るポケットサイズの携帯用で、外出先で地震などにあった時の対処法
から、災害時の帰宅や家族との連絡方法等、外に出ている時に役に立つ様々な防災情報を
掲載している。
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２）市のホームページにおける広報（防災情報）
市のホームページにおいては、地域防災計画を初めとする各種計画書、防災マップ、防
災マニュアル、調査研究資料などを閲覧することができる。
（それぞれの内容については、報告書内の該当部分を参照願います）
（３）事業等
川崎市における防災に関する事業等の整備状況について、防災に関わる事業等を多く所管
している、まちづくり局と総務局危機管理室の事業等を市のホームページから整理したもの
を下表に示す。
その結果、事業等の一覧からは、木造住宅の耐震診断・補強への助成、マンションの耐震
診断・補強への助成、自主防災組織の活動や資機材購入への助成等々、ある程度一般的な項
目は既に揃っている。また、自主防災組織以外の組織による活動への助成、市民防災農地へ
の登録要綱など、今後幅広く活用が期待される事業等も整備されている。一方、大都市部で
一般的な事業の項目で、川崎市では整備されていない項目は特に無いと考えられ、特に不足
しているとは考えられない。
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表：市の防災に関する事業等（主として、まちづくり局・総務局危機管理室関連、★は詳細な解説あり）
⇒まちづくり局
分類
名称
概要（ホームページ上の説明より転載）
事業
川崎市木造住宅耐震診断士派遣事 川崎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。
業実施要綱
★川崎市狭あい道路拡幅整備要綱
幅員４メートル未満の狭あい道路に接する敷地で建築を行う際に、敷地の後退位置を確認するとともに、後退
部分の舗装整備を行い、狭あい道路の拡幅整備を推進するものです。
補助・助成 川崎市マンション耐震改修工事等 市内に所在するマンションの耐震性能に係る改修工事等を実施する当該マンションの管理組合に対し、これに
事業助成制度要綱
要する費用の一部を助成することにより、耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すこと
を目的とする。
川崎市マンション耐震診断費用補 市内に所在するマンションの耐震性能に係る診断を実施する当該マンションの管理組合に対し、これに要する
助事業制度要綱
費用の一部を補助することにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の向上及び耐震診断に関する知
識の啓発を図るとともに耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
川崎市住宅不燃化促進事業補助金 川崎市住宅基本条例第８条の規定により策定された、川崎市住宅基本計画に位置づけられた重点密集市街地の
交付要綱
不燃化を促進するため、土地の所有者等が耐火建築物又は準耐火建築物である住宅を建築する事業に対し、予
算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めたもの。
川崎市密集住宅市街地整備促進事 川崎市住宅基本条例第８条の規定により策定された、川崎市住宅基本計画に位置づけられた重点密集市街地に
業補助要綱
おいて、老朽住宅等の建替えを行う者に対し、その費用の一部を補助するにあたり、必要な事項を定めたもの。
川崎市特定建築物耐震改修等事業 市内に所在する特定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
助成制度要綱
ます。
川崎市木造住宅耐震改修工事助成 川崎市が、市民の実施する木造住宅耐震改修工事等の費用の一部を負担します。
金交付要綱
⇒総務局危機管理室
分類
名称
概要（ホームページ上の説明より転載）
事業
川崎市災害時要援護者避難支援制 この要綱は、災害時要援護者のうち災害時に避難勧告などの災害情報の入手が困難な者、自力で避難できない
度要綱
者及び避難に時間を要する者などで家族などの支援が望めない者を対象として、本人の申込みにより川崎市が
作成した災害時要援護者名簿をあらかじめ地域の支援組織に提供し、登録した災害時要援護者が迅速かつ的確
に避難できるよう、地域における共助による避難支援体制作りを進める「災害時要援護者避難支援制度」を実
施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
川崎市ぼうさいライブラリー実施 市民の防災意識の高揚と防災活動の推進を図ることを目的として総務局危機管理室が所有する CD・DVD・ビ
要綱
デオテープ・図書などの防災事業関連資料について、利用方法を定めた要綱
★川崎市市民地震防災デー実施要 地震防災への関心と理解を深めるために、毎月 15 日を「市民地震防災デー」として定め、市民・企業・行政が
綱
実施すべき地震防災に関する事項を例示しています。
川崎市防災インストラクター登録 本市在住、在学、在勤で、防災に関する知識や経験、技能を有する者を、地域防災活動の活性化や活動支援の
要綱
ため、防災イントラクターとして登録することについて定めています。
川崎市ぼうさい出前講座実施要綱
自然災害に対する備えや、市が行う防災対策についての理解と関心を高め、防災意識の高揚や地域防災活動の
活性化を目的として、市民等の団体が行う集会や訓練等に、本市職員や防災インストラクターを派遣し、講話
や指導を行うことについて、必要な手続きを定めています。
補助・助成 川崎市自主防災組織活動助成金交 自助・共助の基本理念に基づいて実施される、自主防災組織による防災訓練や啓発活動に対し、活動助成金を

⇒その他
分類
その他

その他

組織

名称
★川崎市市民防災農地登録実施要
綱
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概要（ホームページ上の説明より転載）
【農業振興センター農地課】 大地震が発生時における各種活動用地の確保を目的に、農家に防災農地として
登録してもらい、災害時には一時的に避難する場所、復旧用資機材置き場やがれき等の仮置き場、仮設住宅建
設用地として利用する。

交付するための基準や手続きについて定めています。
自主防災組織の育成と、地域の防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災資器材を購入しようとする場
合に、補助金を交付するための基準や手続きについて定めています。
地域における防災活動を強力に推進するため、市及び区の自主防災組織連絡協議会が行う事業経費等について、
助成金を交付するための基準や手続きについて定めています。
市内で活動する団体（自主防災組織を除く。
）が、自助・共助の理念に基づいて行う、地域防災力向上のための
活動等に対し、補助金を交付するための基準及び手続きについて定めています。
石油コンビナート等災害防止法において規定されている石油コンビナート等現地防災本部のうち、本要綱では、
川崎地区現地防災本部の設置、組織等について必要な事項を定めています。
災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合で、川崎市災害対策本部の設置に至らない場合の防災体制で
ある川崎市災害警戒本部の設置について定めた要綱です。
川崎市災害対策本部実施要綱
川崎市災害対策本部規程（平成 17 年川崎市災害対策本部訓令第１号）第 10 条の規定に基づき、川崎市災害対
策本部の運営に関する事項、その他必要な事項を定めています。
川崎市東海地震警戒本部設置要綱
東海地震注意情報が発表された場合の本市の防災体制について定めています。
川崎市防災協力連絡会設置要綱
企業・事業所と行政との相互連携による防災体制を構築する。
川崎市防災対策検討委員会設置要 防災対策の充実・強化を図り災害による被害を軽減することを目的とし、防災に関する諸施策等について研究・
綱
検討を行う。
川崎市危機管理アドバイザー設置 危機管理体制の整備、危機管理能力の向上のために専門知識をもった危機管理アドバイザーの設置について定
要綱
めています。
災害時要援護者避難支援対策専門 情報の収集・判断、避難行動が困難な災害時要援護者に対して、行政と住民及び地域団体等が一体となって避
部会設置要綱
難の支援を実施し、風水害時等における被害の軽減を図ることを目的とした災害時要援護者避難計画策定指針
を作成するため、川崎市危機管理推進会議規程第８条に基づき災害時要援護者避難支援対策専門部会を設置す
ることを定めています。
川崎市自主防災組織育成指導要綱
自主防災組織の定義や、結成・活動について定めるほか、川崎市が行う自主防災組織の育成・指導に関する事
項を定めています。
「川崎市自主防災組織連絡協議会」 自主防災組織相互の連携を密にした、市域全体の防災体制の充実・強化を図るため、各区の自主防災組織連絡
設置に関する要綱
協議会から理事者を選出して構成する、市連絡協議会の設置及び活動について定めています。
川崎市防災会議運営要綱
川崎市防災会議条例に基づき川崎市防災会議の運営に関した必要事項を定めています。
川崎市自主防災功労者表彰要綱
自主防災組織の結成や、自主防災活動に貢献するなど、特に顕著な功績があった団体や個人を表彰するために、
必要な事項を定めています。
川崎市市民防災農地登録実施要綱
【農業振興センター農地課】
大地震が発生時における各種活動用地の確保を目的に、農家に防災農地として登録してもらい、災害時には
一時的に避難する場所、復旧用資機材置き場やがれき等の仮置き場、仮設住宅建設用地として利用する。

付要綱
川崎市自主防災組織防災資器材購
入補助金交付要綱
川崎市地域防災活動促進助成金交
付要綱
★川崎市地域防災パワーアップモ
デル事業補助金交付要綱
神奈川県石油コンビナート等川崎
地区現地防災本部設置要綱
川崎市災害警戒本部設置要綱

【参考：具体的な事業等の内容紹介】
（１）川崎市狭あい道路拡幅整備事業
①意義・根拠
都市部において地震が発生した場合に、家屋や塀・電柱等の倒壊により道路閉塞が発
生すると、その後の応急活動に支障を及ぼし、被害がより拡大することとなる。特に幅
員の狭い道路ほど閉塞が発生しやすいことから、狭隘道路の拡幅は日常生活の面からだ
けではなく、防災的な面からも早急な整備が望まれる。川崎市狭あい道路拡幅整備要綱
（平成 18 年 3 月 1 日改訂）では、狭あい道路を拡幅整備することにより、地域の生活環
境の改善と、安全で住みよいまちづくりを促進することを目的としている。川崎市は、
道路環境が整備されずに市街化された地区も多く存在していることから、本事業により
生活空間における最低限の道路環境を整備することにより、市街地の安全性を確保する
ことが望まれる。
②内容
拡幅に係る後退用地の塀等の除去費用への一部助成や拡幅部の舗装を実施する。
③特徴
昭和 63 年に事業を開始したが、効果が十分ではなかった。そのため事業要件を順次見
直しを進めている。
（２）川崎市市民地震防災デー
地震防災への関心と理解を深めるために、毎月 15 日を「市民地震防災デー」として定め、
市民・企業・行政が実施すべき地震防災に関する事項を例示している。
実施者
市
市民

家庭
自主防災組織

事業者

実施事項
（１）防災訓練
（２）防災集会
（３）防災教育
（１）火の元の総点検
（２）家具類の転倒防止等の総点検
（３）非常持出品等の総点検
（４）家庭防災会議の実施
（１）役割分担の再確認
（２）防災資器材の点検及び整備
（３）初期消火、情報伝達、避難等の訓練の実施
（１）火気使用施設等の総点検
（２）設備、器具類等の転倒又は落下防止の総点検
（３）危険物等の安全管理に関する総点検
（４）避難体制の再確認
（５）初期消火、情報伝達、避難等の訓練の実施
（６）従業員に対する地震対策教育

（３）川崎市自主防災組織育成指導要綱
①意義・根拠
災害対策基本法及び川崎市地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成に関する指導
等を実施について定めている。この要綱は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）
第５条第２項の規定及び川崎市地域防災計画に基づき、川崎市が行う自主防災組織の育
成に関する指導等について、必要な事項を定めることを目的とする。
②内容
自主防災組織の育成に関する指導等として、以下の項目について市の各部署が実施す
る。
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１ 推進機関及び実施機関の共通の業務
(1) 防災集会の講師の派遣
(3) 防災情報及び資料の提供

(2) 映画及び資料等の貸出し
(4) 自主防災組織の育成に関する助言等

２ 推進機関及び実施機関の個別の業務
機関名
危機管理室
区 役 所

消 防 局
（消 防 署）
水 道 局
（営業所等）

業務
(1) 自主防災組織の育成に係る企画・立案及び助成に関すること
(1) 自主防災組織及び他の実施機関との連絡調整
(2) 自主防災組織の結成及び防災集会等に係る指導
(3) 助成に関すること
(4) 情報の収集・伝達訓練
(5) 避難訓練
(6) 救護訓練
(7) 給食（炊き出し等）訓練
(8) 水防訓練
(1) 防災訓練及び防災集会等に係る指導
(2) 初期消火訓練
(3) 救出訓練
(1) 給水訓練

（４）川崎市地域防災パワーアップモデル事業
（川崎市地域防災パワーアップモデル事業補助金交付要綱：平成 18 年 12 月 4 日助役専決）
①意義・根拠
自主防災組織以外の団体を対象として、自助・共助の理念に基づいて、さまざまな防
災活動へ支援することで、地域防災力の向上を目指している。
②内容
自主防災組織以外の

事例（ホームページより）

団体を対象として、以下
の 対 象 事業 を 実施 す る
際に、上限を 10 万円と
し て 市 から 補 助金 が 支
給される。
【対象補助事業】
・防災教室、防災セミ
ナー、防災イベント等
の開催
・防災安全マップ、家
庭防災マニュアル等
の作成、配布
・防災啓発冊子、防災
広報誌等の作成、配布
・防災訓練
・その他市長が地域防
災力の向上に寄与す
ると認めたもの
③特徴
地域防災力向上にあたっては、自主防災組織の育成が主たる施策となっている中で、
それ以外の団体を対象としている点に特徴がある。
141

（５）川崎市市民防災農地登録実施要綱【農業振興センター農地課】
①意義・根拠
大地震が発生した際には、発災直後には生命の安全を確保するために一時的に避難する
場所が、応急復旧期には復旧用資機材置き場やがれき等の仮置き場が、さらに仮設住宅建
設用地として利用するためのオープンスペースが必要とされる。大都市では公園や学校な
どの公共のオープンスペースだけでは確保しきれないため、都市農地を一時的に転用する
ことがひとつの有効な手段として、全国各地で農家との間で協定を締結する動きが出てい
る。川崎市でも、同様の取り組みを進めており、平成２１年１月１日現在、７１．９ｈａ
の農地が登録されている。
②内容
１ 制度の趣旨
川崎市災害対策本部が設置される大地震災害が発生したときに、農地を市民の一時的避
難場所、又は仮設住宅建設用地・復旧用資材置き場として利用し、災害時に市民の安全
確保と円滑な復旧活動に役立てるものである。
２ 登録用地の用途
災害時には一時避難場所として使用する。
仮設住宅建設用地や復旧用資材置き場として
長期使用する場合は、別途協議する。
（平常時に市が使用することはない）
。
３ 使用時の補償
「農作物等補償基準」に基づき、予算の範囲内で農作物の被害補償等をする。また、仮
設住宅建設用地や復旧用資材置き場として使用した後は原状回復する。
４ 登録対象地
生産緑地地区内の農地、又はそれ以外の概ね 500m2 以上の一団の農地を対象としてい
る。ただし、農業用施設等が設置されている農地は除く。
５ 登録期間
３年（但し、登録取り下げの申出がない場合は自動的に継続）
６ 登録方法
セレサ川崎農業協同組合の協力を得て登録募集期間（毎年９月頃の約一か月）を設定し
ている。登録農地には、市民防災農地の標識柱を設置又は市民防災農地のシールを生産
緑地地区の看板に貼付する。
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２．個別事業の取組状況
ここでは、災害対策等に直接的又は間接的に関連する市の個別事業に関して、
「平成
17 年度～19 年度

川崎再生 ACTION システム評価結果」より抜粋して掲載し、その事業

の内容・進捗状況等についてまとめる。
（市による評価結果については資料参照のこと）
（１）災害に備える取組の推進
2005～2007 年度の 3 年間で、地域防災計画（風水害対策編・震災対策編・都市災害
対策編）の修正を実施すると共に、7 区それぞれの区地域防災計画を策定するなど、市
としての防災対策の基礎が固まってきている。また、区民に防災冊子（
「備える。かわ
さき」）を全戸配布するなど、市民向けの事業を実施している。
一方、施設整備関連では、備蓄倉庫の整備、木造住宅の耐震診断・改修、橋梁の耐
震工事等、水道施設の耐震化、その他公共施設等の整備や耐震化については、当初の
事業目標に対してはほぼ達成していると見ることができるが、目標設定の条件や妥当
性は、ここでは判断することができない。ここまで述べてきたとおりであるが、特に
木造住宅の耐震改修の助成件数の目標設定については、目標とする耐震性の確保へ向
けた実効性に課題がある。
（２）市民・企業・行政の協働による防災体制の充実
2005～2007 年度については事業目標として特に数値的な目標が設定されていないが、
住民主体の地域の防災活動について市としていくつかの事業に取り組んでいる。
具体的には、自主防災組織のリーダー研修、ぼうさい出前講座、防災ネットワーク
連絡会議、避難所運営会議、防災シンポジウム、水防訓練及び総合防災訓練などを実
施している。
また地震対策条例の改正に向けて危機管理室内での検討が開始されている。
（３）安心して暮らせる住環境の形成
密集住宅市街地整備促進事業が適用されている小田地区と幸町地区においては広報
関連の活動は予定通りであるが、建替促進などの実際の整備は計画通りには進捗して
いない。
狭あい道路の拡幅については順次整備が進められているが、目標設定されていない
ために、事業の効果が判別しづらい。
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【資料】
（１）災害に備える取組の推進
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事業
目標

事業
目標
実績

事業
目標

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

達成度２
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

達成度４
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

防災対
策管理
運営事
業

防災施
設整備
事業

建築物
防災対
策事業

耐震対
策等橋
りょう
整備事
業

事業
目標

実績

実績

項目

評価

事業

整備完了橋り
ょう数 26 橋
当面の対象橋
りょうである
64 橋 の う ち

耐震診断数
18 件
耐震補強金物
支給件数 2 件

備蓄に関する
調査検討

現状（計画策
定時）
地域防災計画
等の見直し

備蓄物資等配備指針を策定
備蓄倉庫 1 棟、分散備蓄用倉庫 2
棟

必要に応じ震災対策行動計画等
の見直し
市民啓発の継続
区防災対策の推進
地域防災計画）
（都市災害対策編）
の修正
各区防災地対策地図パネル・本部
看板を作成し、各区に配備
防災インストラクターの追加登
録とインストラクターによる市
民啓発の実施
「備える。かわさき」を転入者用
に 4 万 9 千部作成し、配布すると
ともに効果的な防災広報を実施
効果的な備蓄の実施

2007 年度

145

耐震診断数 500 件
耐震改修助成件数 15 件
（実行計画と差異のある事業目
標：耐震改修助成件数 40 件、変
動予測調査個所 2 箇所）
耐震診断数 242 件
耐震診断数 154 件
耐震診断数 700 件
耐震改修助成件数 10 件 耐震改修助成件数 30 件
耐震改修助成件数 36 件
変動予測調査個所 2 箇所
53 橋
40 橋
32 橋
・稲生跨線橋他 7 橋の耐震工事
・岡上跨線橋他 7 橋の耐 ・小倉跨線橋他 7 橋の耐震工事
・ガス橋他 7 橋の耐震工事にむけ ・厳島橋他 7 橋の耐震工事にむけ
震工事
た設計委託
・東久地橋他 6 橋の耐震 た設計委託
新たな優先順位作成
工事にむけた設計委託

効率的な備蓄の実施
備蓄倉庫 1 棟
分散備蓄用倉庫 1 棟
粉ミルクの分散備蓄
耐震診断数 500 件
耐震改修助成件数 15 件
（実行計画と差異のある事業目
標：耐震改修助成件数 20 件）

効果的な備蓄の実施

地域防災計画（震災対策編）の修
正。
各区においてく地域防災計画を
策定。
「備える。かわさき」の全戸配布
こども防災塾を 1 回開催。
防災インストラクター制度新設

地域防災計画（風水害対
策編）について。
（震災
対策編）修正方針を作成
し、これに基づく

備蓄計画の見直し・策定
効果的な備蓄の実施
備蓄計画の見直しを実
施
効率的な備蓄の実施
備蓄倉庫 1 棟
耐震診断数 250 件
耐震改修助成件数 10 件

各区の防災計画の策定

2006 年度

地域防災計画の改訂

2005 年度

64 橋整備完了
・厳島橋他 7 橋の
耐震工事
新たな優先順位に
より設計委託

効果的な備蓄の実
施

必要に応じ震災対
行動計画の見直し
市民啓発の継続
区防災対策の推進

2008 年度以降

事業
目標

達成度３
妥当性５
有効性等５
達成状況Ⅱ
達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

等々力
緑地施
設整備
事業
公共建
築物の
耐震化
事業

診断結果に基
づき補強を必
要とする 250
棟の内、補強
工事完了施設
を除いた 115
棟について耐
震対策実施計
画を策定す
る。

循環式地下貯
水槽設置数
設置後の市民
1 人当たりの
貯水槽容量
整備済面積
32.5ha
35.1ha
基本計画 27 棟、基本設計 2 棟、
実施設計 44 棟、補強工事 36 棟
基本計画 27 棟、基本設計 2 棟、
実施設計 46 棟、補強工事 39 棟

耐震診断棟数 43 棟

35.1ha

優る
やや優る
適正
やや劣る
劣る

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

目標を大きく上回って達成
目標を上回って達成
目標をほぼ達成
目標を下回った
目標を大きく下回った

事業の妥当性

達成度

事業の有効性・効率
性・経済性
5 優る
4 やや優る
3 適正
2 やや劣る
1 劣る
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
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当初の目標を上回って達成
当初の目標どおり達成
当初の目標を下回った
法制度等の改定により比較不能

3 ヵ年の事業目標に対する達成状況

基本設計 1 棟、実施設計 18 棟、
補強工事 24 棟、緊急補強工事 9
棟、緊急実施設計 14 棟

36.6ha（実行計画と差異のある事
業目標：36.6ha、陸上競技場 1
種公認整備）
36.6ha
基本設計 1 棟、実施設計 18 棟、
補強工事 25 棟、緊急補強工事 9
棟、緊急実施設計 14 棟

46 橋
32 橋
・小倉跨線橋他 7 橋の耐震工事の ・稲生跨線橋他 10 橋の耐震工事
の実施（うち 5 橋は繰越、2 橋は
実施（うち 4 橋は繰越）
・ガス橋他 7 橋の耐震工事にむけ 入札不調により発注停止）
・和合橋他 9 橋の耐震工事にむけ
た設計委託の実施
た設計委託
2 基/年
2 基/年
1.4 リットル
1.5 リットル
2 基/年
2 基/年
1.4 リットル
1.5 リットル

33.5ha
耐震診断棟数 40 棟

33.5ha

2 基/年
1.3 リットル
2 基/年
1.3 リットル

26 橋 に つ い 31 橋（うち 4 橋は繰越）
て耐震対策を ・岡上跨線橋他 6 橋の耐
震工事
実施した。
・東久地橋他 6 橋の耐震
工事

平成 17 年度～19 年度川崎再生 ACTION システム評価結果：施策進行管理・評価表の凡例

実績

実績
事業
目標

事業
目標
実績

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

水道施
設耐震
化事業

実績

整備促進
基本・実施設計 12
棟、補強工事 31
棟、耐震対策検討
24 棟

整備促進

（２）市民・企業・行政の協働による防災体制の充実
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事業

地 域
防 災
推 進
事業

項目

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

事業
目標

実績

現状（計
画策定
時）
①防災
ネット
ワーク
連絡会
議、避難
所運営
会議の
活性化
②自主
防災組
織の育
成
③地震
対策条
例の改
正

2005 年度

2006 年度

2007 年度

2008 年 度
以降

①体制整
備、啓発等
②防災訓
練の推進
③改正に
向けた検
討

①体制整備、啓発
等
②防災訓練の推
進
③改正に向けた
検討

①体制整備、啓発
等
②防災訓練の推
進
（実行計画と差
異のある事業目
標：企業との連携
体制構築の検討）

①体制整
備、啓発等
②防災訓
練の推進
（実行計
画と差異
のある事
業目標：企
業との連
携体制構
築の検討）

②自主防
災組織の
リーダー
養成研修
の実施。ぼ
うさい出
前講座の
実施。
水防訓練
及び総合
防災訓練
の実施

①防災ネットワ
ーク連絡会議（2
中学校結成）、避
難所運営会議（6
校結成）
②自主防災組織
のリーダー養成
研修の実施（7
回）
、ぼうさい出
前講座の実施（81
回）
、防災シンポ
ジウム 1 回開催、
水防訓練及び総
合防災訓練の実
施
③室内検討会の
実施

①市民参加型の
総合防災訓練及
び職員を対象と
した図上訓練を
実施。防災ネット
ワーク連絡会議
（3 中学校区結
成）、避難所運営
会議（4 校結成）、
自主防災組織リ
ーダー研修（8 回
実施）。
②自主防災組織
への補助、助成金
の交付を実施。
③企業連絡会を
設置。要援護者避
難支援制度の開
始

平成 17 年度～19 年度川崎再生 ACTION システム評価結果：施策進行管理・評価表の凡例
達成度

事業の妥当性

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

目標を大きく上回って達成
目標を上回って達成
目標をほぼ達成
目標を下回った
目標を大きく下回った

優る
やや優る
適正
やや劣る
劣る

事業の有効性・効率
性・経済性
5 優る
4 やや優る
3 適正
2 やや劣る
1 劣る
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3 ヵ年の事業目標に対する達成状況
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

当初の目標を上回って達成
当初の目標どおり達成
当初の目標を下回った
法制度等の改定により比較不能

（３）安心して暮らせる住環境の形成
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達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

住宅市街地
整備方針策
定事業
（小田地区
及び幸町地
区）

【前出】
建築物防災
対策事業

狭あい道路
対策事業

事業
目標
実績

実績

事業
目標

実績

事業
目標

実績

事業
目標

項目

耐震診断数 242 件
耐震改修助成件数 10 件

1,860m

継続実施

耐震診断数 154 件
耐震改修助成件数 30 件

1,970m

優る
やや優る
適正
やや劣る
劣る

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

目標を大きく上回って達成
目標を上回って達成
目標をほぼ達成
目標を下回った
目標を大きく下回った

事業の妥当性

達成度

事業の有効性・効率
性・経済性
5 優る
4 やや優る
3 適正
2 やや劣る
1 劣る
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当初の目標を上回って達成
当初の目標どおり達成
当初の目標を下回った
法制度等の改定により比較不能

3 ヵ年の事業目標に対する達成状況
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

①相談会の開催：2 回/地区
③広報誌発行：4 回/年
耐震診断数 500 件
耐震改修助成件数 15 件
（実行計画と差異のある事業目
標：耐震改修助成件数 40 件、変
動予測調査個所 2 箇所）
耐震診断数 700 件
耐震改修助成件数 36 件
変動予測調査個所 2 箇所
継続実施

①相談会の開催：2 回
③広報誌発行：5 回/年

①整備プログラム策定
②各町会に説明を行っ
た
③広報誌発行：4 回/年
耐震診断数 250 件
耐震改修助成件数 10 件

①建替促進 2 件
②重点密集市街地における改善
計画の策定
①建替促進 0 件
②重点密集市街地における改善
計画の策定
①住環境改善に向けた取組
③広報誌発行：4 回/年

2007 年度

耐震診断数 500 件
耐震改修助成件数 15 件
（実行計画と差異のある事業
目標：耐震改修助成件数 20 件）

①住環境改善に向けた取組
②継続実施
③広報誌発行：4 回/年

①建替促進 2 件

①建替促進 0 件
②用地取得未収用
①整備プログラム策定
②継続実施
③4 回/年

①建替促進 2 件
②整備

2006 年度

①建替促進 1 件
②用地取得

2005 年度

実 績 整 備 延 継続実施
長
2,323m
2,260m
（2003 年度）

耐震診断数
18 件
耐震補強金
物支給件数 2
件

①地区現況
把握
②地元協議
③広報誌発
行

現状（計画策
定時）
①建替促進 1
件
②小広場の
整備

平成 17 年度～19 年度川崎再生 ACTION システム評価結果：施策進行管理・評価表の凡例

達成度３
妥当性３
有効性等３
達成状況Ⅱ

密集住宅市
街地整備促
進事業

事業

継続実施

①住環境改善
に向けた取組
③広報誌発行
4 回/年

建替促進 2 件
で継続

2008 年度以降

Ⅱ－９．防災対策の課題整理（１～８の確認）
Ⅱ編では、川崎市において推進している主要な防災対策について、その実情を対策の内
容及び現状における実施状況（実績）について検討すると共に、対策上の課題について指
摘した。次編からは「川崎市における防災対策･施策の方針」について検討することを目的
とすることから、ここで指摘した課題について整理を行う。
課題の整理は、総合的に検討することが重要であることから、
「調査その１」の第 4 章５
「個別の重要防災対策のあり方」で取り上げた 8 つの重要事項別に、関係する市の対策･
施策を区分しそれぞれの課題を整理する。したがって、実際に市が推進している防災対策･
施策は複数の 8 つの重要事項に係るものが少なくない。
個別の重要防災対策のあり方
（１）地域社会における災害危険と減災目標の

（５）私有財産の安全改善に係る支援施策

設定
（２）土地利用の適正化と緑地等の安全資源の

ア

家屋の耐震化支援

イ

災害救助制度に基づく被災者の公

確保
ア

的支援

都市計画等による土地利規制の適正化
と危険地域での開発抑制

イ

ウ

古い宅地の改善支援等

（６）災害時の応急対策の充実

市街地内の緑地・オープンスペースの保

ア

災害時応急対策のための事前準備

全と確保

イ

避難対策の準備

ウ

災害時要援護者対策の充実

（３）公共建築物など公的施設の耐震化の促進
ア

公共建築物等の耐震化対策

イ

道路、特に生活道路の整備

ウ

津波防止施設の整備

エ

ライフライン事業者への要請・指導

（７）大量危険物取扱い施設の対策
・石油コンビナート等の対策
（８）復旧復興対策に向けた事前準備
ア

復興に係る事業制度の事前整備

（４）地域社会における協働の防災まちづくり

イ

復興体制の事前準備

ア 住民、事業者そして自治体による協働

ウ

復興課題への対応

＊（１）～（８）の 8 項目は自治体防災対策
における共通事項として整理したものである。

の取り組み
イ

危険な密集市街地の改善促進

・川崎市における防災対策・施策の課題の整理
課題の整理においては、上記の（１）～（８）を基本的な防災対策上の視点とし、こ
れに対応する現行の川崎市防災対策において該当する課題事項を整理し、各対策の課題
の位置付けを明確にする。
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地域防災計画

地域
防災
計画

土 砂災害警 戒区域等 区
域マップ
土砂災害記録マップ
土 砂災害危 険箇所マ ッ
プ
大規模盛土マップ

浸水実績図
揺れやすさマップ

洪水ハザードマップ

ハザードマップの作成・公表

地域社会における災
害危険と減災目標の
設定
地震被害想定

（１）

表―川崎市における防災対策・施策の課題の整理
推進上の視点
市の防災対策に係る施策
対策上の課題（第Ⅱ章における指摘事項）

災害発生後の対策状況がわからないため、対策の要否が判断できない。
豪雨時などにおける緊急対策への具体的な対策が不明確である。
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掲載する条件となる盛土地区の規模が大きいため、小規模なものが抜けており、危険な箇所が
地図上の箇所だけである、との誤解を生む可能性がある。

①

①
①

洪水発生時における避難対策を検討するためには、微地形の標高などの地域情報の提供なども
欠かせない。
① 具体的な被害実績の内容・資料が表示されないため、対策の立案の活用に使用できない。
① 公表しているのはあくまで地盤のゆれのみであり、建物の揺れの評価ではない、しかし一般に
は市民に混同される恐れがある。
① 豪雨時などにおける緊急対策への具体的な活用が不明確である。

①

① 現在の川崎市には「地域防災戦略」に係る地域減災目標値を作成していない。一方、市の建築
物の「耐震化促進計画」では減災目標を定めているが、住宅耐震化率が地域防災計画に位置づけ
られていない。
① 阪神淡路大震災以降、課題となっている電気火災や自力脱出困難者の推計等新たな被害想定項
目を設定する必要がある。
② 被害想定結果を地域防災計画の減災目標をはじめ各計画に反映すべき。
① ハザードマップ作成及び公表の目的が不明確：
行政の防災対策の実施に住民理解を促す、住民が自ら危険性を知り予防対策を検討する、災害時
における早期避難を可能にするなどが通常の目的とされる。
② 洪水 HM（外水）と浸水実績（内水）の場合など、同じ災害要因のもので、最悪の場合、同時
発生の可能性のあるものについては公表されていない。
③ 各災害危険に関するハザードマップはそれぞれ公表されているが、地域の防災を検討する上で
活用しやすいように、地域に係わる災害危険の重ね合わせができるようになっていない。
（県市
の各所管部署がそれぞれに作成し、統一基準がないため、地域にとって活用しにくい）
④ 地域での活用を推進していくためには、地形（特に微地形）
、周辺施設の立地状況、自然環境
などの一般的な情報と併せて検討することが重要であり、それらの情報の提供がなされていな
い。

（４）
地 域 社会 にお け る協
働の防災まちづくり

（３）
公 共 建築 物な ど 公的
施設の耐災化の促進

（２）
土 地 利用 の適 正 化と
緑 地 等の 安全 資 源の
保全

推進上の視点

ハザードマップ（地区版）

地域防災計画

地震防災施設の整備

川崎市耐震改修促進計画

地域防災計画

石油コンビナート防災計画（被害
想定）

宅地造成工事規制区域・造成宅地
防災区域に係る防災対策

地域防災計画

市の防災対策に係る施策
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延焼火災の危険性が高い地区における建物の耐火化、公共施設の整備、緑化推進、広域避難場
所の確保等が課題である。
① 市内丘陵地の多くが「宅地造成工事規制区域」に指定されている。私有地のため限界はあるが、
特に盛土造成開発に関しては開発許可等の厳格な運用、傾斜地緑地の復元等が課題である
① 京浜臨海工業地区（石油コンビナート地区）は、密集市街地と隣り合わせの大量の危険物を取
り扱っている工業地域であることから、将来的に危険物施設から安全・無公害な工業地域へと用
途の転換を図っていくことが基本的課題といえる
① 市役所、区役所、学校、保育園等の公共建築物における備品の転倒、
・落下防止対策、ガラス
の飛散防止対策棟を推進する必要がある。
① 公共建築物の耐震化率はＨ27 年度までに 100％としている（現在 65.4％）が、課題は市営住
宅 470 棟のうち旧耐震基準による 301 棟の改善である
① 防災上重要な建築施設の耐震化は進んでいるが、医療機関は十分といえない
② 避難地では、一次・広域避難地ともに不均等な配置にあり、整備が必要
③ 緊急輸送関連施設の整備は不十分な状況にある
④ 土砂災害危険箇所に関しては別項に記す
⑤ 備蓄倉庫、備蓄品の整備状況が全体的に不十分な状況にある
① 自主防災組織の育成に関して、地域ごとの防災組織の課題、担うべき活動の実態を把握したう
えで、対応方針が示される必要がある。
② 自主防災組織の活動は、現在、自らの意識啓発と発災した場合の応急活動に備えることが中心
になっている。災害の発生自体を減らすよう地域住民の意見を活かし、住民組織自らが街の防災
改善（環境の安全化）を担うことができるように仕組みを整えていく必要がある。
③ 災害時における災害時要援護者への支援の必要性は、阪神・淡路大震災においても重要な教訓
となっている。現在、現在市では災害時の避難支援に関して要援護者の登録を進めている。しか
し、行政的な対応では限界があり、地域組織と協働して、地域の実情に即した支援のあり方を構
築する必要がある。
① 区レベル及びコミュニティレベルのハザードマップづくりはほとんど進んでいない。川崎市の
場合、地域による危険性の内容や度合が大きく異なり、したがって地域の特性に応じた防災対策
が重要となることから区レベル、そしてコミュニティレベルのハザードマップを作成し、住民と
行政が共有することが必要である。
② ハザードマップを活用するための追加情報の提供や専門家派遣などの支援体制を構築する必
要がある。

①

対策上の課題（第Ⅱ章における指摘事項）

推進上の視点

＜つづき＞
（４）
地 域 社会 にお け る協
働の防災まちづくり

市の防災対策に係る施策

宅地造成工事規制区域・造成宅地
防災区域に係る防災対策

住民主体の地域防災推進体制の
確立

急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害
警戒区域等）に係る防災対策

木造密集市街地の対策

対策上の課題（第Ⅱ章における指摘事項）
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現在取り組んでいる「重点密集地区」事業は、地区の防災性の向上の点で期待できる成果を上
げているとは言い難い
② 現在推進している「重点密集地区」においては、住民の自主的なまちづくり組織が機能してい
ないという大きな課題を含んでいる。
③「緊急に改善すべき密集市街地」へのまちづくりコーディネーターの派遣，立替え相談の推進な
どが十分機能していない。
④ 「重点密集市街地」３地区以外の「緊急に改善すべき密集市街地」３地区については行政対応
が曖昧になっている。
⑤ 「防災性の改善の必要性の高い地域」である「耐震改修推進地区」は事実上の木造密集市街地
といえる地区である。こうした地区は市内に広範に存在しており、総合的な観点から住民と行政
とによる協働のまちづくりが必要であるが、現状では木造住宅の耐震改修対策が唯一の手立てと
なっている。
① 市内の土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所）506 箇所のうち、急傾斜地崩壊危険区域に
指定し対策を講じているのは 85 箇所であり、全体の 83％が対策対象からは外れている。
② 急傾斜地危険箇所は崖の上下地区住民への被害や道路通行の閉塞などその影響が大きいこと
から公益的観点から取り組む必要がある。
① （防災訓練への参加率が約 25％など）防災活動への参加意識が低く、市民の防災意識の向上
が課題となっている。
② 近隣で助け合う、という意識を持った市民は半数以下である。地域の防災意識を醸成するには、
近隣の相互扶助の精神が基礎となるが、こうした意識の向上に対する行政支援が不十分である。
③ 以前は、地域活動への参加主体は町内会･自治会が主であったが、近年は地縁的な組織に限ら
ず、NPO など志（知）縁的な組織による活動への期待が高まる状況にあるが、新たな活動主体へ
の支援策が不十分である。
① 法制度上は、既存の「宅地造成工事規制区域」内には「造成宅地防災区域」指定ができないこ
とから、「宅地造成工事規制区域」内の“大規模盛土地”に対する地震時地すべり対策を講じて
いく必要がある。
② 現存する大規模盛土造成地の「地震滑動」対策は、調査や対策工事に多大な時間と費用を要す
ることから、応急・恒久対策を合わせた防災まちづくりが課題である。

①

（６）
災 害 時の 応急 対 策の
充実

（５）
私 有 財産 の安 全 改善
に係る支援施設

推進上の視点

木造密集市街地の対策

地域防災計画

住環境における安全対策への支
援

大規模盛土造成地の対策

急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害
警戒区域等）に係る防災対策

木造密集市街地の対策

川崎市耐震改修促進計画

市の防災対策に係る施策
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促進計画を策定するに当り、正確な建築統計資料等を踏まえていない
Ｓ57 年以降の建築物の経年劣化による耐震性の低下、Ｈ12 年改正（偏心率）などを考慮せず、
一律「耐震性あり」としている
③ 「建て替え」対象をＳ56 年以前建物としており、非現実的である
④ 計画ではＨ27 年度に耐震化率 94.5％達成、としているが、問題の「木造戸建住宅」で見れば
83.1％であり、未達成となる
⑤ 市の住宅耐震診断・改修補助制度は違法建築物を除外しており、狭小敷地住宅の耐震化が進ま
ない
⑥ 市の木造住宅耐震診断実績及び今後の診断計画戸数は、耐震性が不十分な住宅数からみて不十
分である。
⑦ 市の耐震改修実績は、平成 17～19 年度の 3 年間で 70 件と低調であり、制度・運用・取組み方
法などに課題がある。また、今後の計画予定戸数についても年間 40～50 件であり、現状を反映
した改修戸数になっていない。
① 現在、特に事業の導入が予定されていない「耐震改修推進地区」について防災性の向上を図っ
ていくたまには、地域団体（まちづくり協議会等）と行政による協働のまちづくりが欠かせない。
こうしたまちづくりを可能にし、具体的に推進する上で私的所有・管理施設の公益的改善への公
的支援制度が準備される必要がある。
① 土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所）の対策については、改善費用が最大のネックにな
ることから支援策の充実が欠かせない。
① 盛土造成地盤地上の老朽木造家屋など複数の支障が生じる場合、どのように対策を講じていく
か検討する必要がある。
① 震災被害の軽減において、家屋内での死傷者の低減が重要となり、個別の家庭内の家具の転倒
防止対策、塀・よう壁など外構部の対策が課題である
① 阪神・淡路大震災の教訓として、避難所運営の円滑化が指摘されている。このため、自治会・
町会・自主防災組織、学校施設管理者、市区職員等の関係者が協議し、あらかじめ避難所運営マ
ニュアルを作成しておくことが望ましい。
② 市区における初動対応や応急対応を実施するために、平常時から各活動部・班が「災害時行動
マニュアル」を作成し、訓練等を通して検証していくことが必要である。
① 「重点密集市街地」及び「耐震改修推進地区」などでは、市街地自体の防災性の向上を図りつ
つも、これには時間を要することから災害発生時に備えた応急体制の強化・充実を（防災まちづ
くり活動を通じるなどして）図ってくことが急務である。

①
②

対策上の課題（第Ⅱ章における指摘事項）

地域防災計画

（８）
復旧・復興対策に向け
た事前準備対策

宅地造成工事規制区域・造成宅地
防災区域に係る防災対策

木造密集市街地の対策

石油コンビナート防災計画（被害
想定）

（７）
大 量 危険 物取 扱 い施
設の対策

石油コンビナート防災計画（被害
想定）

応急期における市民の自助対応
への行政支援

宅地造成工事規制区域・造成宅地
防災区域に係る防災対策

市の防災対策に係る施策

急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害
警戒区域等）に係る防災対策

推進上の視点

＜つづき＞
（６）
災 害 時の 応急 対 策の
充実

対策上の課題（第Ⅱ章における指摘事項）
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当面、「危険箇所」については、地震時等における緊急避難計画を地区レベルで作成し徹底し
ておくことが必要である。
② 現状では「土砂災害警戒区域等」の指定はされていないが、緊急対策の観点から積極的に指定
を進めることが必要である。
① 大規模盛土造成地については、当面、応急的な処置として地震時の点検体制、円滑な避難など
地区対処方法と体制を準備する必要がある。
① 市民が家庭においてそれぞれ応急対策として行うべき応急対策（非常物資の備蓄など）が不十
分な状況にある。一方、市の対策も不十分であり、災害時の対応が難しく、また行政負担を増大
する。
① 地震発生時等に、危険物災害が発生した場合における隣接市街地住民の緊急避難対策について
準備する必要がある。
① 石油コンビナートなど大量危険物取扱い施設の防災対策については県の所管するところであ
るが、県及び事業者による防災対策について情報、災害危険のわかり易い情報提供が不十分であ
る。
① 大規模災害時には、応急復旧対策とともに、被災者の暮らしを一日でも早く震災前の状態に戻
し、あるいは新しい環境の下で新たなくらしのスタイルを構築するために被災地区の円滑な再建
を図る必要がある。このため、あらかじめ復興本部条例等必要な制度の準備、復興手順、地域対
応の方法、導入可能な事業制度等を整理し、復興マニュアルを整備することが必要である。
① 「重点密集市街地」及び「耐震改修推進地区」などでは、被害が地域的に広がることが予測さ
れることから、被災地区の円滑な再建が可能なように「
（復興の手順・地域対応の方法・導入可
能な事業制度などを事前に整理するなど）復興マニュアル」を整備することが必要である。これ
には「復興まちづくり」が含まれる。
① これらの区域では、地震時等に大規模な滑動地すべりを引き起こし、大きな被害を発生させる
可能性があり、かつ地形そのものが変形することが予測されルコトから、大規模盛土造成地にお
ける被災後の「復興マニュアル」について整備しておくことが必要である。これには「復興まち
づくり」が含まれる。

①

第Ⅲ編．川崎市における防災対策の方針の検討
Ⅲ―１．基本的な方針
（各施策に共通する考え方、方向性等について、調査その１について要旨を整理する）

１．防災対策の基本的な考え方
【要旨】

現状における災害危険等を考慮した場合の自治体防災計画の基本的な分野

として、災害の未然防止対策の推進、発災時（緊急事態時）の対応体制の整備、災害
後の復興に関する事前の準備、の３点が指摘できる。
そして、防災対策を実施する上での共通する基礎的な課題として、地域社会の安全管
理に関する「防災対策における総合的な施策の展開」及び「地域社会における社会関
係資本（ソーシャル・キャピタル）の形成」の２点が重要な要件になるものと考えら
れる。なお、詳しくは本調査「その１」を参照されたい。
（１）自治体の防災計画と基本的な課題
・防災に関する自治体計画としては、地域防災計画（災害対策基本法、水防計画（水防
法）、石油コンビナート等防災計画（石油コンビナート等災害防止法）、地震防災緊急
事業五箇年計画(地震防災対策特別措置法)など、さらに行政基本構想（地方自治法）、
都市計画マスタープラン（都市計画法）、また、自治体独自の「防災まちづくり計画」
などがある。
・災害対策基本法に基づく地域防災計画は、予防対策、応急対策、復旧･復興対策によっ
て構成される。その意味で一応あらゆる災害フェーズ（予防、応急、復旧･復興）に対
応できる構成となっている。
・自治体防災行政については、日常的な施策や業務に非常時の価値観の導入が必要であ
り、特に予防防災の分野では、福祉や教育、各種都市建設に係る施策、あるいは総務
部門の業務の係る防災面の視点が重要である。その観点から、地域防災計画の内容に
ついては以下の 3 点が指摘できる。
課題ⅰ：災害の未然防止対策の推進
多くの地域防災計画の「予防計画」は、狭義の予防対策事項（災害対策基本法第 46
条「防災機関が災害応急対策を実施する前提としての災害予防」）を基本としており、
災害の発生を未然に防止する広義の予防対策（同法第 8 条事項）を重視する計画には
なっていない。
こうした点から、土地利用の防災面からの規制、施設的環境の耐災性の向上等の未
然防止に係わる都市計画や建築行為に係る規制・誘導、あるいは地震防災緊急五箇年
計画への位置づけとその推進などによって具体化を図ることが必要となる。
課題ⅱ：発災時（緊急事態時）の対応体制の整備
現状の地域防災計画は、災害発生直後の応急対策及び復旧対策として実施すべき事
項を中心に整理し、これらを円滑に実施するための事前計画を「予防対策」と位置付
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けて計画を策定している。しかし、こうした応急対策を重視している計画にも拘わら
ず、実際に大規模災害に見舞われた自治体では常にその対応の不備が指摘されている
ように、計画内容に関する実効性と実効能力の確保が必要である。
課題ⅲ：災害復興に関する事前の準備
地域社会全体が大きな被害を受けるような災害では、市民生活や産業の再建、地域
の再編整備が不可欠になる。しかし、一般的に地域防災計画では復旧対策事項は整理
しているが、復興対策に関する事項（再度災害の防止を基本とした地域再生計画）に
ついてはほとんど計画していない。復興に関する「事前準備」の内容についての理解
と整備が必要である。
（２）防災対策における総合的な施策の展開
第 1 に、予防、応急、復旧・復興分野における統合的で均衡ある対策の推進
・予防防災対策は、災害発生を未然に防止することにあり、広義の予防対策事項は災害
対策基本法８条２項１～７号に規定される。これらはそれぞれ個別法等に委ねている
が、地震防災特別措置法では地震防災緊急事業五箇年計画を策定・促進することにな
っており、これの計画的な推進が必要である。特に密集市街地等の生活環境の改善は
最重要課題である。
・一方、同法第 46 条１項の１～5 号に規定する狭義の予防事項は、主として組織体制の
整備、訓練、物資・資材等の備蓄など応急対策を円滑に実施するための事前の準備事
項であり、その整備・充実等と組織上の対応能力の向上（実際的な訓練など）が急務
である。
第 2 に、地域社会における市民・事業者等と連携した取り組みの必要性と強化
・防災対策が自治体や関係機関のみでは推進できないことから、市民・事業者等による
取組み、又これと自治体が連携することが必要である。自治体及び防災関係機関では
対処できない課題を明確にし、防災協働社会づくりを推進するための市民・事業者等
を含む体制づくりが必要である。こうした地域防災体制は災害時の防災活動は無論、
日常の安全・安心のまちづくりにも連携するなど、各段階において対応できることが
重要である。
・特に、地域社会が抱える災害危険をハザードマップなどの形で公表し、関係者の間で
災害危険の現状を共有することが必要である。その上で自治体、市民・事業者が連携
して「安全･安心な地域づくり」に日常的に取り組むことのできる制度的環境の整備が
重要である。
第 3 に、防災対策の基本は、災害の未然防止対策としての予防防災
・生活圏における地域防災は、予防防災が基本であり、応急及び復旧対策は補完的対策
としての地位にある。しかし、地震力などの不確実性、地域環境や社会条件の絶えざ
る変化は、災害の発生機構に対する知見の制約と一旦対策を講じると一定期間固定化
する予防対策などを考慮すると、未然防止対策についても災害発生の防止に限界があ
る。被害の拡大抑制と再度災害の防止の観点から応急及び復旧・復興対策についての
事前準備もまた必要である。
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（３）地域社会における社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の形成
・地域社会の災害危険に対して、
「予防、応急、復旧・復興分野における統合的で均衡あ
る対策」を推進し、
「地域社会における市民・事業者等の含む取り組み」と「日常的な
安全・安心地域づくり・防災まちづくりの推進」を展開していくためには、コミュニ
ティ側にそれに対応できる、あるいは受け入れられる社会環境が必要である。それは
地域における“コミュニティ機能”あるいは“人的関係資源”とでもいうものであり、
今日では『社会関係資本』
（ソーシャル・キャピタル）として通常呼ばれている概念で
ある。
・今日課題とされている「地域防災力」の充実や強化は、まさに「信頼」
・
「互酬の規範」・
「ネットワーク」を要素とするソーシャル・キャピタルに支えられ、その存在あるい
はその質量の大きさによって規定される。
・
「安全・安心の地域づくり、防災まちづくり」という包括的な地域防災の推進にとって
は、コミュニティ機能の再生あるいは形成は必須の要件であり、そこでは必然的にソ
ーシャル・キャピタルをいかに培養あるいは醸成するか、という課題に直面する。
・既存の地縁組織と表裏一体をなす「市民自主防災組織」は、住民相互の助け合いとい
う互酬の規範を目指してはいるが、その多くは役員など一部の住民によって担われて
いるのが実状であり、また自治体や消防機関との連携は考慮されても、地区内外の様々
な市民組織・グループとの連携はほとんど図られていない。
「地域防災力の向上」を約
束できる住民相互の信頼、地域社会における互酬性の規範、そして水平的なネットワ
ークを要素とするソーシャル・キャピタルを地域社会に如何に培養していくか、その
結実として「自主防災組織」を含む地域防災体制像をどう構想するか、が自治体と市
民にとっての最大の課題である。
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２．地域社会（コミュニティ）における「防災まちづくり」の推進
・
【要旨】地域社会においては、コミュニティ自らが安全・安心のまちづくり（防災まちづ
くり）活動に取り組む必要がある。防災まちづくりは地域的公益性を安全の視点から追求
する活動といえるが、その目的は、組織的なコミュニティ活動を通じて地区環境の安全改
善により危険度の軽減を図ること、住民の協力・共同体制を整備して防災活動力を向上さ
せることである。自治体はこうしたコミュニティ活動の醸成と発展に支援する必要がある。
（１）安全・安心の地域づくり
・防災の基本は、地域社会から被害を生じさせる要因を除去、改善、抑制することにあ
る。こうした防災･減災対策を効果的に進めるためには、地域社会を防災的観点から総
点検し、危険性の実態を把握することが何より重要となる。
・コミュニティレベルにおいて防災まちづくりに取組む場合、自治体が地域社会の抱え
る災害危険の実態をハザードマップなどの形で公表し、これを基にコミュニティ自身
が中心となって調査し「地区ハザードマップ」を作成し、関係機関や市民･事業者の間
で共有することが重要となる。こうした現実に関する共通認識を住民間あるいは地域
内で形成することによって、はじめて連携と協力の必要性を実感し、まちづくりの重
要さを自覚する。
・その上で自治体は、市民･事業者等が地域社会で協力・協働によって取り組むべき防災
課題を提示し、防災対策の基本的な考え方と具体的な施策の方向性を示す必要がある。
そして、必要な防災対策の具体化を図るために、市民･事業者等が安全・安心まちづく
りに取り組める環境整備（各種支援制度等の仕組みづくり）を進める必要がある。
（２）防災まちづくりの日常的な推進
・地域で「防災まちづくり」活動を推進する組織は、コミュニティの構成員で組織され
るべきであるが、住民や事業者のみならず、地域内で様々な活動を行う地縁団体、商
店会、あるいは PTA など各種団体、グループとの連携が図ることが重要である。
・こうした幅広いネットワークを形成することにより、家庭防災の普及のみならず、個
別私有施設の改善を促進し、学校など公共施設における防災上の課題の指摘が可能に
なる。また、地域を総合的に評価して適切な安全化方策について、住民間の合意形成
や自治体との協働活動へと発展させることが期待でき、何より前項で記したソーシャ
ル・キャピタルの培養を可能にし、災害時の組織的な防災活動の必要性と重要性につ
いて住民理解を促す。
（３）防災まちづくりと自治体の役割
・自治体は、各コミュニティで市民・事業所等が「防災まちづくり」活動を自発的に取
り組めるよう条件整備をおこなう必要がある。地域の防災まちづくりは「地域的な公
益性」を安全・安心の側面から追求し、公私に係る諸施設の改善や組織的活動体制の
整備へと繋げていくものであるとの認識に立ち、地域協働の防災まちづくりが開始さ
れ推進されるための支援制度を準備し、具体の方策を講じることが必要である。
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・自治体は、災害危険や防災情報の提供、防災学習の機会の提供、専門家の支援体制、
防災技術の普及や施設改善のための資金等に関する適切な提供あるいは支援が必要で
ある。また、公益的機能の高い施設の改善については、私的施設であっても財政的支
援を行うなどの措置が必要である。そして、コミュニティによる自主的な「防災（安
全・安心）まちづくり活動」や「市民・事業所による組織的な防災活動体制づくり」
を制度的に担保し、地域活動を安定的に促進することが何よりも重要である。
・これは、今日の自治体等の機関と市民個々人との垂直的な社会関係の中に、新たな「コ
ミュニティの意思」
（コミュニティ内の総意）を具現化していく主体組織を形成してい
く作業であり、自治的コミュニティを基礎とした将来の社会システムづくりの準備で
もある。
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３．大規模災害発生時における自治体の緊急対応
【要旨】大規模な災害が発生した場合、自治体は災害対策本部を設置して対応することに
なる。しかし、阪神･淡路大震災で顕在化（「行政危機管理の欠如」等の指摘）したように、
非常時体制（臨時の業務体制）は従来必ずしも効果的に機能してこなかった。その後マニ
ュアルの整備などによる「改善」が行われているが、膨大な被害量（防災需要）に対処で
きる体制整備に関しては基本的に困難な状況にある。こうした発災直後の緊急対応体制に
関しては「緊急事態向けの危機管理体制」として特別に整備することが必要である。
（１）発災時の応急対策と自治体対応の特性について
① 行政組織は基本的に平常時の事務事業を遂行する体制にあり、災害時の防災活動に必
要な 24 時間緊急対応かつ膨大な防災需要に応える体制にはない。
・自治体の勤務体制（緊急対応が可能な時間）は 8ｈ／24ｈかつ 240 日／365 日であり、
いつ発生するか不明な災害に対して、即応可能な時間帯の確率は年間で約 20％にす
ぎない。
・災害時発生時に必要になる防災活動（防災需要）は、自治体が普段行っている事務と
大きく異なり、かつ膨大な事務量が発生する。こうした普段とは異質で膨大な防災対
策事務（防災需要）に対しては、自治体の行政能力は基本的に適応が難しく、否応な
く重点対応（取捨選択）をせざるをえない。
② 行政組織（市町村）は消防隊を除いて実動部隊を持たない、また資源（資機材等）も
ほとんど持たない。
（県警は交通規制、若干の人命救助、治安活動、避難者誘導など）
・災害時には人命救助、救護、負傷者搬送、医療活動、消火、水防、ガレキ除去、道路
啓開、物資の輸送、土木・建築物の応急復旧、ライフラインの復旧、避難所運営や管
理、さらに被災者への様々な生活支援等々の防災活動が必要になる。
・防災活動業務（防災需要）は、消防業務を除いては自治体の日常業務とは無関係であ
り、技術・手段において知識、方法に欠ける。近年は自治体現業部門の外部委託化が
強まっていることから、この傾向が益々進みつつある。
・阪神震災以降、広域応援体制（自治体間相互応援）が飛躍的に進んだが、即応性に難
点があり、緊急対応体制が本質的に改善されたわけではない。先ずは、域内の防災資
源の発掘とその活用・運用体制の整備が重要である。
③

行政機関の災害時活動の機能は、対策本部長による判断・指示と人員・施設の運用
であり、関係機関や団体に対する活動要請と調整の権限である。現状では、こうした
自治体の応急時の機能（権限）を十分に活かすに至っていない。
・阪神震災以降、情報連絡体制の充実が全国的に前進したが、情報施設・設備の整備
と（収集された）情報資料の整理や分析能力の向上とは別物である。自治体（対策本
部長）が「要請と調整」権限を発揮するには、諸情報を分析し、迅速・的確な措置判
断が必要である。この点に関する組織的な能力向上はほとんど図られていない。

・自治体が発災直後に応急活動体制を確立し、活動能力を高めるためには、地域内に
おける防災活動機能と施設・設備を迅速・的確に運用できるかどうかである。これ
を可能とする行政能力（緊急事態時の危機管理能力）は、別途に緊急事態用の行政
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システム（クライシス・マネージメント＝危機管理体制）として再構築することが
必要となる。
（２）発災直後の緊急事態向け危機管理体制の整備について
①

緊急事態時の危機管理の概念

・地域社会において災害等の緊急事態が発生した場合の危機管理を、特にクライシス・
マネージメントと呼ぶ。これへの組織的対応は限られた情報の中で迅速かつ高度な
判断を要することから、通常のリスク・マネージメントとは対処の方法を異にする。
・災害発生直後の危機管理（クライシスマネージメント）では、緊急事態に対して迅
速適切な判断と対処を行うことにより被害の軽減と抑制を図ること、あるいは社会
機能の早期復元を図ることである。こうした大規模災害時等における緊急事態時の
地域社会の状況は、概ね次の４点に要約できる。
ⅰ）都市機能や社会秩序が破綻し、市民の日常生活が崩壊（社会状況）
ⅱ）防災需要が急増する一方、行政機能が低下する事態（対応能力）
ⅲ）初期災害事象による１次被害で終息させられるか、２次被害等による拡大に
至らしめるかの重要局面（事態の流動性）
ⅳ）社会的混乱による現場情報の把握が極めて困難な状況（現状把握）
・こうした地域状況における組織的な防災対応は、災害対策本部の立ち上げ、被害の
拡大させる事態への迅速な対応、そして対応力不足を補充する外部応援の早期実施
である。
② 大規模災害等における緊急事態時と危機管理
・通常、行政機能は日常の市民サービス業務（市民生活需要）に対応できる業務遂行
体制（組織の所掌事務及び人員体制）をもって運営される。この場合、業務遂行体
制は平均的な市民生活需要を若干上回るように余裕を持たせているのが普通である。
・大規模災害の場合、発災を境として市民生活需要は防災活動需要へと変質すると同
時に、事務量は一気に増大することとなる。これに対して行政機能は、急速に低下
することが避けられない。
・発災による社会環境の転換は、需要（防災活動需要）の急増と質的変化を生じさせ、
需給の逆転と不整合を不可避とする。こうした行政機能と地域需要との質量のギャ
ップ状況が緊急事態時であり、これへの対処が危機管理の対象となる。
③ 緊急事態時における危機管理の内容
・危機管理（クライシス・マネージメント）の主要事項は以下の事項である。
○災害対策本部（指揮本部）の立ち上げと運営
○発生被害への対応による防災需要の低減と災害の拡大防止による防災需要増大
の防止
○対応力不足に対する外部応援の早期実施
（３）危機管理体制の整備と方法
① 災害対策本部が危機管理体制を確立するためには事前の準備が必要である。事前準備
としては必要な施設・設備整備面の整備、組織体制や本部の設置・運営といったマニ
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ュアル整備などの準備、そして災害状況を想定した訓練による判断技能の修得が重要
となる。
事前の施設的準備、組織的準備、そして判断力の修得はクライシス・マネージメン
トの効果的な遂行にとって不可欠であるが、判断能力を養う上で重要な訓練（一般的
には図上演習として行われる）は遅れている分野であり、地域防災計画やマニュアル
が実効性を伴わない大きな要因となっている。
② 危機管理に必要な施設・設備等の整備については、通信施設・設備の整備と市民への
情報伝達が重要である。ここでは耐震性の確保、停電時の電源（自家発電装置）
、通信
手段の多重性（無線通信や衛星通信）が必要になる。
また、防災組織体制や災害対策本部の設置・運営については、通常地域防災計画の
中で定めているし、本部の立ち上げや運営に関してもマニュアル等を整備している自
治体が少なくない。しかし、十分な組織体制が組めない場合（休日・夜間など）
、トッ
プ不在の場合（代行順位）
、ほとんど情報が入らない場合などを想定した対応体制とマ
ニュアル整備については十分とは言えない状況にある。
（４）地域社会の防災活動体制について
① 地域構造や社会活動が複雑化し、また安全管理が行き届きにくくなっている状況の中
では、災害の発生を正確に予測し、事前にそれらの全てを解消することは困難である
ことから、地域社会自身による防災協力活動体制を常に準備しておくことがますます
重要になっている。
一般に、こうした体制については市民自主防災組織によって対応することとされて
いるが、現状では組織率や活動力に地域差が大きく、また、組織があっても必ずしも
コミュニティ全体で支える状態にはなっていない。今後、こうした組織を真にコミュ
ニティの防災協力活動のために機能するものとすることが必要となっている。
② 地震災害や風水害に見舞われた後、その被害が甚大であればあるほど、行政や防災機
関による防災活動に（対処の遅れや勢力の分散等による）支障が生じる宿命にある。
それゆえ、被災直後の被害の拡大防止活動では、現場における事情のわかった市民が
協力し合って人命の救出や救助あるいは救護、出火の防止、初期消火などの防災活動
により対応することが重要になる。現実には、体制の有無に拘わらずコミュニティに
おいてはそうせざるを得ない。したがって、より効果的に活動できるようにするため
に、事前に組織体制を整えて、必要な資機材を装備し、訓練を重ねる等、コミュニテ
ィ全体として取り組むことが必要である。
③ 地域における防災協力活動体制の重要性として、地域で生活する災害時要援護者
（様々な介護・保護を必要とする住民）への対応がある。高齢者社会においては援護
を必要とする住民はますます増える傾向にある。災害時に救出や避難といった支援活
動は地域的な協力活動によってこそ可能であり、また迅速に実行できる。
以上のように、地域社会における防災協力活動体制の準備は被害の拡大を防ぐ上で
欠かせない。現状の自主防災組織を充実させるにせよ、新たに組織する場合も地区コ
ミュニティ全体として支え、取り組む体制がポイントになる。
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４．災害復興対策と自治体の事前準備（災害復興の要点）
【要旨】被災後、災害復興を円滑に推進するための要点は、（防災）まちづくり、生活
再建、地場産業の再建の３分野を如何に関連させ、統合的に進めるかに懸かっている（三
位一体の復興計画の作成）。そうした３分野を統合した復興計画を作成し円滑な推進を
可能にする要件は、それぞれの分野における日常的な取組みである。
（１）災害復興の基本事項
・大きな災害被害が予測される地域で、事前の未然防止対策が不十分、あるいは対策が
間に合わない場合、甚大な被害を発生させる可能性を考慮しなければならない。こう
した地域を抱える自治体は、被災後にどのような手順、方法で地域を復旧あるいは復
興させるか、というマニュアルを準備することが円滑な復興に有効であり、被害の拡
大防止にもなる。
・被災地の「復興計画」では、①防災まちづくり（集落移転や市街地の再構築あるいは
面的整備など再度災害を防ぐ防災に配慮したまちづくり）
、②市民生活の再建（生活援
護と住宅の再建）
、そして、④地域経済を支える地場産業（農・漁業、商・工業、観光
業など）の再建が復興施策の主要分野となる。
・災害復興とは、生活の再建、地場産業の再建、まちの再建であるが、市街地の再建に
注目が集まり、公共事業を主とする地区の再建・復興が先行しがちである。
（２）災害復興期の課題と復興の考え方
・
「まち・生活・産業」が共に再建される内容であってこそ再度被災しない災害復興とい
える。実際、社会活動ではこれら 3 者が相互に有機的な関連をもって機能しているの
であり、それぞれを分離して追及し、かつ後追いで整合を図ろうとするところに無理
がある。
・経済基盤を失った被災地復興では、まち・市民生活・地場産業の再建をいかに関連さ
せ、統合的に施策を組み立てるか、という復興計画の考え方と内容が重要になる。こ
うした三位一体（統合）の復興計画の策定とその推進が自治体に問われている。
（３）自治体の災害復興に係わる事前準備のあり方
・災害復興について災害対策基本法は多くを規定していない。同法第 88 条（災害復旧事
業費の決定）では「主務大臣は、再度災害の防止のため災害復旧事業とあわせて施行
することを必要とする施設の新設又は改良に関する事業が円滑に実施されるように十
分な配慮をしなければならない」と規定し、原形復旧ではなく改良復旧主義を明記し
ている。
・阪神・淡路大震災後、中央防災会議は防災基本計画を改定し（平成 7 年 7 月）
、震災対
策編

第3章

災害復旧・復興では「被災地の復旧・復興は、被災者の生活再建を支

援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域振
興のための基礎的な条件づくりを目指す」と方向付けられた。
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① 復興マニュアル＝事前の復興準備対策の整備
・「まち・生活・産業」を統合した三位一体の復興計画を、被災直後に白紙の状態から
策定することは容易でない。したがって普段から復興計画を作成するための手順、方法、
組織編成などを『復興対策マニュアル』として整備しておくことが必要となる。その場
合の主たる復興対策は以下の 3 分野である。
ⅰ）防災まちづくり（地区の再建）
・この場合の防災まちづくりでは、再度災害の防止を基本とした被災市街地の再編整
備、集落の再建・整備が目的となる。
・被災地区は、従前に何らかの防災上の問題を抱えており、既に防災まちづくりの観
点から地区の安全改善や整備について方針や方法（事業手法等）の地区検討が行わ
れていなければならない、ということである。普段から十分な時間と住民合意の下
で地域環境の改善、都市計画マスタープラン等に基づく地域づくりの推進が図られ
ていることにより、被災後は既定方針の延長上に復興事業の進め方を再検討するこ
ととなり、合意の円滑化は容易となる。この場合は事業手法に関するマニュアルの
整備によって対応が可能である。
ⅱ）生活再建
・被災者の生活再建は、各種災害支援制度に基づく被災者生活援護対策の円滑な実施、
住宅再建や住宅確保への支援対策の推進が基本となる。
・被災者が生活を維持するために、各種の経済的支援制度の迅速な適用、住宅再建資
金の貸付制度や被災農林水産業の再建支援、被災中小企業の再建支援制度を紹介し、
生活再建の方途を共に探る事務運営が自治体には求められる。特に、再建貸付制度
の利用は雇用対策の充実と連動しているとの認識が必要になる。
・生活再建に係わる自治体事務は、準備なしで対処できる業務内容ではなく、制度に
関する事前学習、支援事務運営マニュアルの準備、何よりも雇用対策の事前検討が
必要である。
ⅲ）産業・経済の再建
・大規模災害では農林水産業や商工業等が壊滅的な被害を受け、その再建が容易に進
まず地域経済が衰退する事例は少なくない。被災後の産業の再建は経済情勢や産業
構造など地域を越えた市場動向との関係もあり、高度な情勢分析と計画性が要求さ
れる。
・自治体は、産業政策について普段から「産業振興計画」等を作成し、産業構造の転
換や基盤整備などの推進を図っている（ねばならない）。したがって、被災後の産業
復興についても既定の振興計画の延長上に位置づけることが基本になる。
・普段から産業振興政策を周到に樹立し、これの計画的な推進こそが被災農林水産業
の再建や中小の商工業、観光業の再建にとっての事前準備となる。
② ３分野再建対策を統合した復興計画作成の重要性
・復興計画の要点は、前項の 3 分野再建対策をどのように地域の特性や被災状況を反
映させ、また関連させて作成するか、である。
・３分野再建対策の統合では、地区整備（防災まちづくり）における復興需要をどれ
だけ地元還元できるかであり、防災施設の整備や整備手法のあり方が重要となる。
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そこでは産業再建施策と被災者の生活再建（雇用の確保）との連動、復興まちづく
りへの地元事業所の活用や被災者の雇用などが追及されるべきであり、当然安易な
外部事業者の導入は避けなければならない。こうした３分野統合復興計画を、産業
構造や地域経済と被災者階層に配慮し、専門家の支援を得て作成することが必要で
ある。
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Ⅲ－２．川崎市が直面する防災課題への対応方策
ここでは、川崎市における防災対策・施策の課題を踏まえて、市における防災対策のあ
り方について検討する。

１．総合的な防災対策のあり方
地域防災計画は、川崎市における防災対策を総合的に取りまとめたものであり、現行の
計画は、災害を未然に防ぐための「予防計画」
、発災時の対応を定めた「初動対応計画」及
び「応急計画」、被災者の生活支援や公共施設等の復旧措置を定めた「復旧計画」、さらに
都市等の「復興体制」等について記載されている。
災害による市民の安全を確保するためには、災害を未然に防ぐあるいは発生する規模を
低減するための施策とともに発生した災害に迅速に対応できるよう応急・復旧計画及び復
興体制に関する行動マニュアルの作成等の事前措置が重要と考えられる。

（１）地域防災計画の方針
考え方
地域防災計画では、本市の被害想定結果を踏まえて減災目標を明らかにするととも
に、予防計画ではそれを実施するために実行性のある事業計画及び推進体制を構築す
ることが必要である。また、災害発生時に備えて、活動部・班における行動マニュア
ル等の事前準備や訓練等を重ね、周知することが必要である。
方

針

①

被害想定に基づく減災目標の設定
現行の地域防災計画は、計画の前提となる「地震被害想定」
（昭和 63 年、平成 9 年）
の結果について、どのように反映しているかが不明であるが、次期の地域防災計画に
おいては、減災目標を設定して計画内容と整合を図ることが必要である。

②

実効性のある予防計画の立案
災害を未然に防止しあるいは減少させるためには、実効性のある予防計画を作成す
る必要がある。このため、予防計画では、事業計画を明らかにするとともに、市民も
含めた計画立案・見直し・推進体制を構築する必要がある。

③

市街地延焼火災の防止対策
延焼火災の危険性が高い市街地における建築物の耐震耐火化、公共施設の整備、緑
化推進、広域避難場所の確保、地域と協働する防災まちづくりの推進等を図る必要が
ある。

④

地盤災害の防止対策
ア）川崎区・幸区等における“ゆれやすい”地域では、地震時に建物の被害が予想さ
れることから、市民への啓発・相談体制を充実し、建築物の耐震診断・改修助成制
度の活用、地盤の液状化対策への指導、また、耐震性向上のためのメニュー提案等
の誘導策を検討する必要がある。
イ）盛土造成地においては、災害危険に関する啓発・相談体制を充実するとともに、
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所有者・管理者への改善要請と支援制度の確立、危険箇所の把握と公表、また、非
常時の情報連絡体制の確立等を確立する必要がある。
⑤

家具転倒防止・ガラス飛散防止等の推進
災害時に家具等による人身被害を防止するため、ガラスの飛散防止、家具・備品の
転倒防止等も合わせて推進する必要がある。特に、高齢者世帯や障害者世帯には優先
的に普及する方策を検討する必要がある。また、市役所、区役所、学校、保育園等の
公共建築物においても同様に、備品の転倒防止、ガラスの飛散防止等の対策が必要で
ある。

⑥

地域特性を捉えた自主防災組織の育成
地域における自主防災組織を育成するために、各地域の自主防災組織における防災
力がどの程度の活動力があり、地域社会の防災活動をどの程度担うことが可能か、あ
るいは自主防災組織が抱えている課題は何か、などを把握した上で地域団体（地縁組
織）への対応方針が示される必要がある。

⑦

地域の活動を街の改善に反映する仕組みづくり
現行の自主防災組織は、自らの意識啓発と発災した災害への対応を中心とした活動
になっており、災害自体の発生を減らすよう地域の環境を改善していく仕組みが存在
していない。このため、地域で生活している住民の意見を街の防災改善に活かす、又
は住民組織が自らの街の防災改善を担うことができるような仕組みを作る必要がある。

⑧

地域、学校、行政が協働する避難所運営マニュアルの作成
被災後における避難所の運営を円滑に進めるために、あらかじめ、自治会・町会、
自主防災組織、学校施設管理者、市区職員等の関係者が集まり、災害時の避難所運営
について検討しマニュアル化しておくことが必要である。また、避難所運営体制をは
じめ、避難所の開設方法、被災後の施設の安全点検方法、被災者の状況の応じた避難
スペースや供給処理スペースの確保方法、災害時要援護者への配慮等、一定の条件の
もとに検討し、訓練を通じて検証することが必要である。

⑨

川崎駅等主要ターミナル駅地区における混乱防止対策の推進
JR 川崎駅、京急川崎駅、武蔵小杉駅等の主要ターミナル駅では、震災に伴う鉄道
の運行停止等により、帰宅困難者の発生・滞留し混乱に陥ることが予想されるため、
鉄道機関、市区、警察、商店街、自治会・町会等が連携して、情報の収集と伝達、一
時待機場所への誘導、帰宅困難者等への対応等を検討する必要がある。

⑩

災害復興マニュアルの整備
大規模災害時には、災害の応急復旧とともに、被災者のくらしを一日でも早く震災
前の状態に戻し、あるいは新しい環境の下で新たなくらしのスタイルを構築するため
に、災害後、被災地区の円滑な再建が可能なように復興本部条例等必要な条例の準備、
復興の手順、地域対応の方法、導入可能な事業制度等を事前に整理し、復興マニュア
ルを市として整備しておくことが必要である。

⑪

各区における地域防災対策の推進
各区における地域防災計画の実行性の確保するために、区の「地震被害想定」を踏
まえ、減災目標を定めて地域安全化への防災戦略を持って取り組む必要がある。特に、
地域と協働して、より地域の安全性を高めるような取り組みの推進、災害時要援護者
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の避難支援対策や避難所の災害時運営マニュアルの作成等に関して地域と連携して実
施していく必要がある。

（２）地震被害想定の方針
考え方
地震被害想定は、市や市民等が防災対策を推進するために行われるべきものである。
このため、防災対策を実施する根拠となるよう分かりやすく示されることが望まれる。
方

針

①

阪神・淡路大震災以降の震災等により明らかになった手法を加えた被害想定を実施す
る必要がある。
ア 長周期地震による高層ビル、マンション、橋梁など長大構造物への影響
イ 電気火災の発生、建築物倒壊による自力脱出困難者の推計、大規規模盛土造成地の
被害、高齢者等災害時要援護者の人的被害・避難者数の推計
ウ 要因別人的被害率の推計に基づき、必要な医薬品の準備
エ 川崎駅等ターミナル地区における滞留人口・人的被害の推計
オ コンビナート被害に伴う市街地への影響（火災、危険物漏洩等）

②

地域の防災活動を支援する被害想定を実施する必要がある。
被害想定結果は、市をはじめ地域、事業所等において防災対策に反映されることが
必要である。このため、被害想定結果を区別にその特徴が分かるよう表示し、区が中
心となり地域住民等に普及を図り地域別の防災対策の立案に向けて地域の防災活動を
支援していく必要がある。

（３）各種のハザードマップの方向性
考え方
ハザードマップを作成する意義は、大きく分けて三項目あると考えられる。第一に、
具体的な場所（とその周辺）における災害危険を、危険の種類・大きさなどを具体的
に地図上に示すことにより、その災害危険を正確に認識することにある。第二に、災
害危険に関する正確な認識に立ち、可能であれば災害危険の発生や影響を事前に防止
する対策を講じることにある。第三に、地図上に避難場所や防災施設などを併記する
ことにより、災害発生時において早期避難を促し、人命の確保を図ることにある。
よって、ハザードマップの今後の方向性を検討する視点として、危険認識性、事前
対策性、事後対策立案性を以下のように設定する。
危険認識性

事前対策性
事後対策立案性

具体的な場所（とその周辺）における災害危険を、危険の種類・大
きさなどを正確に認識できること。
また、標記の内容が科学的な知見に基づくだけではなく、地図の縮
尺や危険の内容が適切であるかという点も重要である。
災害危険に関する正確な認識に立ち、災害危険の発生や影響を事前
に防止する対策を講じることができること。
地図上に避難場所や防災施設などを併記することにより、災害発生
時において早期避難を促し、人命の確保を図ることができること。
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方

針

今後、ハザードマップが有効に活用されるためには、
①ハザードマップを公表する目的と作成されたマップの整合性を再確認することが必
要である。また、これまで作成されているマップ相互の整合性なども再確認すること
が重要である（各種ハザードマップの作成目的と成果物の危険認識性の再チェック・
整合）。
②ハザードマップを元に地域における災害対策立案のためには、現状では様々な追加の
情報が必須であり、その中で行政が保有している情報も多く、それらを簡便に市民が
入手できる体制が必要である。また、ＷｅｂＧＩＳなどインターネットを活用したマ
ルチメディアを活用することで表現や操作性などで理解しやすいマップを作成するこ
とも解決策の一つである（事前対策性・事後対策立案性に対する側面的支援の必要性）
。
③同一種の災害のハザードマップについては、できる限り統合するか、比較検討できる
ような形で公表することが求められる（危険認識性の再チェック）
。
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２．特定市街地の危険性に配慮した防災対策のあり方
丘陵地の大規模盛土造成宅地や臨海部の大規模危険物取扱い施設地区は、災害危険を根
本的に解消することが困難であり、長期的な視野から土地利用の適正化や緑地化への転換、
緑地の保全も含んだ対策を講じていくことが必要である。

（１）急傾斜地住宅地の防災対策の方針
考え方：
本市の丘陵地域は、これまで既に広範な開発が行われ、台地の下や台地上、あるいは
斜面地さえも宅地化が進んでいる。こうした丘陵地の開発では、何らかの地形・地質の
改変を伴うことから、地盤の不安定化を招きやすく、降雨や地震などの際に土砂災害の
発生危険を増大させる可能性がある。実際、市内には急傾斜地崩壊危険箇所や大規模盛
土造成地が相当箇所存在しており、これらへの有効な対策が重要となっている。
この場合、現在残されている丘陵地については、特に斜面緑地に関しては公園緑地化
（買収）
、開発規制（開発者負担や地区指定）などによって保全していくことが望まれる。
その上で、現状問題箇所に対する対策が必要になる。
急傾斜地崩壊危険箇所や宅地造成規制区域内における危険箇所の改善（安全対策）は、
地区的な整備と共に、よう壁等について「地域社会の協働まちづくり」として個別改善
が進むような工夫も必要となる。
また、一旦市街化した丘陵地の安全化や盛土地は言うに及ばず段切り造成地の場合で
も、降雨や地震時を想定した地盤の安定化は容易でなく、費用もかさむことから改善整
備には長期間を要する。このため当面の措置として、避難対策等の応急対策を強化する
と共に、万が一の被災後に向けた復興対策について事前に準備しておくことも重要であ
る。
方

針：

①

急傾斜地における災害危険を根本的に解消することが容易でなく、長期的な視野か

ら都市計画面からの緑地指定等による残された民有緑地の保全（規制と公有地化）
、宅
地の買上げなどによって、可能な限り土地利用の転換を進める必要がある。
②

丘陵地における急傾斜地住宅地は基本的に各種よう壁（土留め構造物）によって宅

地の安定化を図っている。これらのよう壁には様々な工法、規模があるが、いずれも
老朽化すれば土圧によって亀裂が生じたり、孕みなどが生じて耐力が低下したり崩壊
危険が免れない。したがって、こうした崩壊危険のある急傾斜地のよう壁等について
は早期に崩壊防止工事を行うなど対策が必要である。
そのためにも定期的な危険箇所調査の実施、所有者・管理者への改善要請、そして
工事費用への支援制度などを準備していくことが望まれる。
③

危険な急傾斜地が多数認められる地区については、一般に崖の崩壊に限らず、延焼

火災の危険、防災活動が困難、避難に支障があるなど防災上の様々な問題を抱えてい
る。こうした地区では、行政と地区組織が協働して取り組む（仮称）
「防災まちづくり
推進」地区として改善を進めていくことが望ましい。
④

上記の対策はいずれの場合も多くの時間を要することが避けられない。したがって、

それらと同時に応急的な対策を講じて被害の軽減を図ることが重要である。応急対策
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としては、崖・よう壁の異常を早期に発見し、迅速な住民避難ができるよう準備する
ことである。
⑤

大規模な危険急傾斜地においては、影響範囲が広くなることから崩壊後の復興対策

について再度災害防止のための整備手順や事業などを事前に準備しておくことが必要
である。

（２）大規模な盛土造成住宅地の防災対策の方針
考え方：
本市には丘陵地形が多く、かつて、そのほとんどが樹林地や農業関連緑地であった。
戦後こうした丘陵地への市街化が進みはじめ、特に昭和 40 年代以降の大都市の膨張と
共に宅地化が急速に進行し現在に至っている。これらの丘陵地域の大半は早い時期か
ら降雨時の土砂災害防止を目的とした宅地造成工事規制区域に指定されてきたが、地
震による滑動崩落（地すべり）のおそれがある大規模な盛土造成宅地が少なくない。
また、近年の法改正により可能となった造成宅地防災区域の指定は前記「規制区域」
を除外している。
こうした状況を踏まえ、川崎市として今後「宅地耐震化対策事業」を推進していく
には、改正宅地造成規制法に沿った対策（現状では造成宅地防災区域の指定はない）
では不十分であり、
「宅地造成工事規制区域」の内外を問わず、独自に対策を講じてい
く制度的な整備を行うことが必要と思われる。即ち、
「規制区域」内における「造成宅
地防災区域」に準じた防災工事の実施を可能にすること、残された傾斜樹林地の公有
化（安全資源の保全）
、特に大規模な盛土宅地（事業費の官民負担が高額になる）にお
ける集団移転と公園緑地化等の土地利用変更などである。
さらに、宅地造成地はそれぞれが条件を異にすることから、
“防災まちづくり”とい
う枠組みの中で地域事情を反映させて、恒久的な防災工事などの対策を進めつつ、緊
急避難等の応急的対策に取り組むことが必要といえる。
方

針：

①

現状の丘陵地域における残された傾斜樹林地等については公有化を図り、安全資源

の保全を進めていくこと、特に、盛土造成地に隣接した緑地等については、極力公有
化を図って、今以上の盛土造成地の拡大を防ぐことが重要である。
②

「宅地造成規制区域」内では、改正法による「造成宅地防災区域」指定はできない

こととされている。しかし、同地区内には多くの大規模な盛土造成地が存在すること
をかんがみ、
「宅地造成規制区域」内において「造成宅地防災区域」に準じた防災工事
が実施できる市条例等を制度化し、防災対策を講じていく必要がある。
③

大規模な盛土宅地における防災工事は、事業費の官民負担が高額になること、これ
により 100％の安全が担保されるわけではないことなどから、集団移転と公園緑地化
等による土地利用の変更なども選択肢に入れた対応を検討していくことも必要である。

④

盛土造成地の場合、よう壁等の改善によって安全性が確保されるわけではないこと

から、“防災まちづくり”という枠組みの中で地域事情を反映させて、（恒久的な防災
工事などの地域協議を進めつつ）当面の緊急避難等、応急的対策に取り組むことが必
要といえる。
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（３）木造密集市街地における防災対策の方針
考え方：
木造密集市街地における最大の防災問題は、住宅等の敷地規模が狭隘で、建物同士
が近接していること、木造集合住宅等が混在し人口密度が高いこと、道路・公園等の
公共オープンスペースが少なく、空間的ゆとりがないことによる火災が拡大し易いこ
とにある。
こうした課題に対して防災面から改善を進めるためには、オープンスペースである
道路・公園などの公共施設を確保していくこと、そして狭小住宅等については、共同
化等を促してより土地利用を効率的にすることが基本となるが、通常、こうした地区
構造の改善には（土地の区画形質の変更を伴うことから）面整備事業の導入が一般に
活用されてきた。しかし、この場合、共同化が可能な容積率の緩和や商業系用途への
土地利用転換など、行政が主導的に取り組まない限り困難である。
すでに市は、市内の鉄道結節点などをはじめ商業・業務地区などで都市計画事業に
よる再開発事業に着手しており、一般の木造密集市街地等において面整備事業を新た
に展開する余力は見られない。
一方、現状をみる限り、木造密集市街地（＝H17 年川崎市住宅基本計画でいう「耐
震改修推進地区」など）の多くは、地域住民が面整備事業を受け入れるかどうか疑問
であること、また、いわゆる住宅等の建物施設の建替え耐震化だけでは地区の防災性
の確保は難しいことから、地域の実情を踏まえた効果的な対策を 1 つ 1 つ積み上げて
地域を改善していく方法が現実的と考えられる。そのためには、行政と地域（住民・
事業所など地域構成員）が連携して、多岐にわたる防災要件を地域社会が備えていく
ための不断の努力が必要である。
方

針：

①

防災上の課題が多い木造密集市街地は、一方において人々の繋がりの強さ（コミ
ュニティ）や物価面での生活のし易さといった利点を共通して持っている。街並み
構造の防災面からの改善は、そうしたまちの良さを残しつつ、安全な環境に順次替
えていくという修復型の地域づくりが必要となる。そのためには、市が独自に住民
と行政の「協働の防災まちづくり」を推進できる制度整備を行う必要がある。

②

地域社会の町並み構造をより防災的に改善する「協働の防災まちづくり」では、
日常利用している生活道路の耐震化や沿道にあるよう壁、重量塀などの安全改善、

住宅の倒壊危険の解消、隣接する住棟相互の耐火性能の向上、あるいは狭隘道路の
拡幅、地区内公園等の確保による空地や緑地の拡大、そのほか地域に存在し危険要
因となる看板類、不安定構造物、危険物貯蔵施設などの改善、あるいは残された樹
林地、家庭内樹木、河川の自然水などの保全が対象となる。これらは公共施設のみ
ならず私的な所有・管理施設が少なくないが、改善の公益性を考慮して自助努力と
公的支援の両面から促進されることが重要である。
③

木造密集市街地の街並みの改善と同時に、緊急的な対策として地域防災体制の充
実を図り、応急面からも防災性を向上させる必要がある。そのために住民が災害発
生時において組織的な防災活動が可能なよう計画、体制、訓練を整備することが重
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要となる。
④

地域の防災活動態勢を実効性のあるものとしていくには、必要な防災施設の事前

整備が欠かせない。例えば、消防水利（防火水槽等）
、市民用の防災資機材（倉庫）
や備蓄庫、まちづくり活動や防災活動の拠点（小公園・集会施設）などを普段から
備えておくことが、被害を最小限に抑える上で必要である。こうした施設の整備で
は、消防水利や動力ポンプなど大型防災資機材については行政が整備し、地域で管
理する、小規模設備類は地域組織が整備・管理するなど一定のルールの下に充実す
る。
○ 重点密集住宅地区における「密集住宅市街地整備促進事業」の促進等について：
考え方：
現状の木造密集市街地に対する市防災対策は、地震火災の低減化等を目的に「重点
密集市街地」に指定した 3 地区について事業を導入している。しかし、市は 18 年度か
ら「密集住宅市街地整備促進事業」を導入し、あるいはその他の事業によっても対応
するとしているが、必ずしも進捗状況は順調とはいえない状況にある。その他の密集
市街地（市指定「耐震改修推進地区」など）については特段の対策を講じていないと
いってよい。地震時に想定される市街地火災対策には、密集市街地の総合的（住宅等
の施設の改善、道路・公園など公共施設の整備など）な耐災化の改善と共に、応急的
な体制を充実・強化することが欠かせない。特に後者に関しては、前項で述べたよう
に市民が利用できる消防水利や消防機材の充実が重要となると同時に、住民の組織的
な消火態勢の形成・強化が欠かせない。
方

針：

①

現在市が推進している「重点密集市街地」に関しては、地区住民による自主的な
まちづくり組織（協議会、委員会等）を正式に結成すべきである。こうした住民組
織が中心となってニュースの発行、地域課題の検討や将来の地域像を検討するなど
の活動を自主的に行うことが不可欠である。
なお、はじめてまちづくりに取り組む住民が組織運営を自ら行うことは通常容易
でないことから、まちづくりの専門家（コーディネーター）等を派遣し、指導・助
言を得られる体制が必要となる。

②

住民が地区の防災課題を共有し、地区の安全化のための方策を総合的に学習して、

自ら地域の安全安心について話し合える状況を地域に生み出すことが先ずは必要で
ある。同時にまちの課題や対策の検討のできる自主的な住民組織の形成が不可欠で
ある。
③

まちづくりを進めるうえで、“安全安心に生活できる” 地区の将来像を住民組織
の中で整理することが必要である。
「地区の将来像」はまちづくりの目標であり、目
標に近づけるための対策（事業や体制づくり）が地区の状況を踏まえて選択される
こととなる。

④

市は、
「密集住宅市街地整備促進事業」だけでなく、地域環境を改善していくため

の諸事業（狭隘道路整備、公共広場・公園・緑道等の確保、住民用消防水利等の防
災施設の整備、あるいは住宅等の耐震・不燃化改善、よう壁の防災工事などへの公
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的支援制度）について準備し、紹介していくことが必要である。
⑤

上記の地区環境の改善と共に、地域のまちづくり組織が中心となって、災害時の
防災活動組織体制（あるいは自主防災組織）を整備・充実を図り、災害発生に住民
が組織的に対応できるよう備えていくことが必要である。こうした危険地区の住民
防災体制については防災装備の整備、訓練指導など特段の支援が行われる必要があ
る。

（４）高層集合住宅の防災対策の方針
考え方：
いわゆる賃貸共同住宅については従来火災対策が大きな課題とされていたが、近年の
分譲及び賃貸形式の高層集合住宅の場合、地震災害時に様々な問題を発生させることが
阪神・淡路大震災その他の地震災害によって明らかになってきた。一方において川崎市
内でも住宅戸数の 50％以上が３階以上の中高層集合住宅が占める状況となり、集合住宅
における防災対策は極めて重要になってきた。
しかし、従来の木賃アパートなどと違って、中高層集合住宅の場合、鉄筋コンクリー
ト造や鉄骨構造づくりで住戸区画がしっかりしていて火災の延焼にも強いことなどから、
居住者自身が木造市街地と比して災害に強い、と考えている傾向があり、居住者あるい
は管理組合や所有者の防災対策は遅れ勝ちとなっている。加えて、高層集合住宅におけ
る防災上の諸問題の顕在化が比較的最近であり、その実態が関係者に知られていないと
いう問題もある。
中高層集合住宅、中でも概ね 6 階以上の階数をもつ集合住宅の場合、Ⅱ編でその課題
を整理したように防災対策上の不利な条件が多く潜在している。しかし、建物の造られ
方や管理主体の違いによってその程度や居住者への影響の仕方、したがって対策もまた
が異なりことから、ここでは分譲の高層集合住宅を想定して、対応方針を整理すること
とする。
方

針：

① 住棟の耐震診断及び耐震改修の推進する：
市内には昭和 56 年以前建築の中高層集合住宅が少なくないことから、これらを含む
集合住宅の耐震診断と耐震改修が必要な住棟の耐震化対策を促進する。この場合、集
合住宅が被災した場合の影響が大であることから、昭和 57 年以降建築の住棟も対象と
することが重要である。
② 住棟内での人的被害を軽減する：
高層住棟の場合、地震の揺れが上層階ほどゆっくり、大きく、長時間続くことが知
られている。これに伴い家具類の転倒や重量物が移動しやすく、居住者が負傷し、と
きに死者さえも発生させることとなる。こうした人的被害を軽減するために家具やピ
アノ等の重量物の安全対策が極めて重要である。
③ 供給処理施設被害と「高層難民」対策の推進：
地震の影響による都市のライフラインや住棟内の供給処理施設が被災した場合、エ
レベーターなしの高層階居住者の生活継続は極めて困難になる。こうした場合、公共
避難所における生活が一般的な選択肢となるが、管理組合などが普段から共同備蓄を
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進めて非常用トイレ、炊出し等の体制が整えられるようにして「難民化」を防ぐ必要
がある。
④ エレベーター閉じ込め防止と早期の機能回復の検討：
「閉じ込め事故」を防ぐ上で閉じ込め防止装置（＊注）の設置を検討することも一
案であるが、閉じ込めの有無を遠隔監視できる装置の設置検討、またエレベーター保
守管理会社との間で「１住棟 1 台」の早期回復など、施設管理者や管理組合が中心と
なって要請することが重要である。なお、携行用トイレのエレベーター装備なども当
面策として考えられる。
（＊注）エレベーター閉じ込め防止装置：これには「リスタート運転機能」
（自動で安全を確認し、再作
動させる）、
「停電時自動着床機能」
（エレベーターを最寄階に着床させる電力を供給する）、
「P 波
感知型地震時管制運転装置」
（地震の P 波を感知し、最寄階に着床させドアを開放する）などが考
案され、実用化されているが、過去、これらの装備があっても地震の際に閉じ込め事故が発生し
ていることから万全とはいえない。

⑤ 災害発生時の防災行動のルール作成とマニュアル化：
多くの高層集合住宅では、災害時の行動基準や防災活動計画が整備されていないこ
とから、管理組合が中心となって防災活動計画や災害時の行動マニュアルを整備し、
訓練等を通じて居住者への普及を図っていくよう指導することが必要である。特に、
住棟内で出火した場合の対応、要援護者の避難対策、ライフラインが停止した際の管
理組合の体制、など応急体制の整備が必要である。

（５）川崎駅周辺地区等の防災対策の方針
考え方：
地震災害時、主要鉄道駅周辺地区に滞留することが予想される帰宅困難者は、当然
ながら域外の、また遠距離の帰宅者である。それゆえ、これへの対策は１自治体や１
機関だけで対応するには限界があり、関係する機関団体と連携した対策が必要となる。
同時に、川崎市民もまた遠方の彼の地で同様の境遇にあることを鑑み、安全な帰宅を
支援するという観点が重要となる。また、帰宅困難者が集中しやすい場所は川崎市で
言えば鉄道結節駅と考えられることから、直接的対応としてこうした駅周辺地区が欠
かせないが、帰宅困難者の起点としては事業所であり、高校大学や専門学校であるこ
とからこうした組織における対応もまた重要となる。
大規模地震時の鉄道麻痺は各種施設の点検や施設被害を考えると、２,３日で回復と
いうことはなく長期に及ぶことが予測されることから（通常のバスによる代行も難し
い）
、個人差や気象条件にもよるが 15～20km 以内であれば徒歩帰宅可能との判断をも
って、帰宅行動を支援する体制を整えることが望ましい。その上で、真に帰宅が困難
な人々について所属組織、鉄道会社、行政とが最善の支援策を講じることが基本とさ
れるべきである。
方

針：

① 事業所・学校等の対応：
事業所や学校（高校大学、専門学校等）は、従業員や学生の安全確保の観点から、
所属する者の保護・安否確認を第１とし、状況が不確実あるいは流動的な中での帰宅
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を抑制し、事業所あるいは学校に待機させることが重要である。
そのために、事業所や学校は飲料水、食料、生活必需品などの備蓄を行うと共に、
従業員・学生に対し普段から周知しておくことが必要である。また、市はこうした方
針を地域防災計画に位置づけ、同時に事業所・学校関係者に要請していくことが必要
である。
② 鉄道結節駅など主要駅周辺地区の混乱防止：
乗降客や買い物客などで帰宅の手段を失った滞留者に対しては混乱の防止が第１で
あり、鉄道事業者、警察、地区の事業者そして市が協力して、滞留者に対する鉄道運
行状況の見通し、各地の被害情報、安否確認手段の周知と紹介など、情報の提供を行
うことが重要となる。また、帰宅方向ごとにグループを駅構内や広場等に誘導し、水、
食料等の供与、情報の提供を継続的に行う必要がある。
その上で、鉄道運行状況の見通しを考慮して徒歩帰宅可能者（概ね 15～20km 以内）
には帰宅経路図の配布、途中情報提供場所の案内を行ってグループ帰宅を促す。遠距
離帰宅や身体的事情から徒歩帰宅が困難な滞留者については、ホテル・公共施設など
宿泊所を確保し、保護を図る必要がある。
③

駅周辺地区帰宅困難者支援連絡協議会：
多くの帰宅困難者の発生が想定される鉄道駅については、上記の対応を組織的にで
きるように、前もって関係者間（鉄道事業者、警察、各種商業施設事業者、商店会、
市役所等）で連絡協議会を設けて対応計画と協力活動の内容を取り決めておくことが
必要である。特に、宿泊可能な施設、帰宅方向別の道路概略地図などについては事前
準備が欠かせない。

④ JR 川崎駅地区の対策：
特に川崎駅周辺地区は、駅構内・南口地下街・北口開発地区などで膨大な不特定多
数の滞留者が終日利用する、市内最大の昼間人口集中地区となっている。さらに朝夕
の時間帯には通勤通学者が加わることとなり、地震発生時の混乱による人身被害の軽
減対策が必要であることから、対策モデル地区として計画の策定を進める必要がある。

（６）石油コンビナート地区と隣接市街地の防災対策の方針
考え方：土地利用の適正化等、応急対策の充実、大規模危険物取扱い施設（被害想定）
京浜臨海工業地区（石油コンビナート地区）は、大量の危険物・有毒物を取り扱って
いるにも拘らず、緩衝緑地帯もないままに密集市街地と隣り合わせとなっている。わが
国における最も初期段階の工業地区として形成されたことによるが、昭和 50 年前後に
は、全国的に危険物施設における事故・災害が多発したこともあり、国も参加して川崎
市・横浜市における市街地と臨海工業地帯の間に大規模な緩衝緑地帯を形成するという
構想もあった（結果的に、具体化までには至らなかった）
。
県石油コンビナート被害想定は、発生頻度は高くはないが、「現実に起こりうると考
えて対策を検討しておくべき災害」として危険物タンクやプラントからの流出火災、爆
発、毒性ガスの流出などが指摘され、影響度は 200ｍ以上に及ぶとしている。さらに長
周期地震動の場合には 102 のタンクで溢流･火災の可能性を想定している。こうした災
害が発生すれば、風向きにもよるが、住宅市街地への影響は避けられない。今日、「神
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奈川県石油コンビナート等防災本部及びその協議会」の被害想定が指摘しているように、
市街地側に影響を及ぼす可能性のある危険物火災や有毒ガスの流出による危険を依然
として抱えている。
なお、臨海工業地区で危険物災害が発生した場合、当然当地区内で業務に携わってい
る従業員等の避難が避けられない。災害発生の時間帯にもよるが平日の日中であれば数
万人という規模になり、避難先としては内陸市街地内の避難地にならざるを得ないこと
から、避難経路及び避難場所において地域住民の避難者との混乱が想定される。この点
も考慮しての危険物災害時の避難計画を周到に作成する必要がある。
方

針：

① 臨海工業地域の土地利用の転換について：
現状の住宅市街地を将来ともに市民生活の場として環境の向上を図っていく計画
（市長期計画）とするならば、臨海部における危険物施設で、住宅市街地に近い（概
ね 300ｍ～500ｍ）範囲に立地する施設については、将来的に安全で無公害な工業施
設へと転換を図っていく方向が望まれる。幸い社会経済情勢は世界的規模で産業構造
の転換を必要としていることから、事業者側との協議の場を通じて、長期展望の上に
土地利用転換が図られるべきである。市街地側の防災対策努力では回避することので
きないこうした危険物災害の影響は基本的に不合理であり、解消しなくてはならない。
市街地に近い臨海部の大量危険物施設の立地は、住民にとって基本的に危険との隣
り合せの関係を避けられず、将来的には危険物施設を移転など土地利用の転換を図っ
て必要である。
② 隣接市街地における迅速な避難等応急対策の推進
現在、市の地域防災計画・震災編には臨海石油コンビナート地区における危険物災
害を想定した対策が計画されていない。一方、特に大規模な地震発生時においては危
険物タンクの爆発・炎上火災、有毒物質の漏洩等の可能性があることから、これへの
対策として、隣接市街地における早期情報の提供と避難勧告・指示、さらには（通常
の市街地火災等からの避難と異なる）安全な避難計画の策定を普段から準備し、地域
住民への周知徹底と訓練等による習熟を図っておくことが必要である。
③ コンビナート地区関係者の避難を考慮した避難計画の策定
上記「考え方」で述べたように、石油コンビナート地区には様々な業務に従事して
いる関係者が少なくない（扇島、千鳥、水江等々）。また、浮島地区等には不特定多数
の市民が集う施設も立地している。大規模地震によって危険物災害が発生した場合、
これら地区関係者及び市民は内陸側の市街地内避難地等（＊）に避難することが最優
先されるものと考えられる。しかし、大規模地震時には、市街地内においても延焼火
災や集合住宅被害から難を逃れる避難者が発生することが予想される。これら避難者
と一般市街地内市民とが避難路や避難地等で混乱状態が起きないよう避難計画を周到
に作成し、事業所及び市民への周知徹底と訓練等をおこなって万が一に備えることが
必要である。
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３．全市的及び個別的な防災対策のあり方
（１）地震防災施設の整備の方針
考え方：
地震防災対策特別措置法でいう「地震防災施設」耐震化等の整備は、災害の発生を未
然に防ぐ予防対策上における重要性と同時に、災害発生時の応急対策を迅速に実施し被
害の拡大を防ぐ上で極めて重要である。同法第 3 条の 19 分野の施設は、いずれもそれぞ
れの地域防災計画で整備の位置付けがされていることが条件としていることから、基本
的には各自治体の防災計画との整合が図られている。こうした視点から、
「地震防災施設」
における整備の遅れた分野の施設等の耐震化を計画的に推進することが必要である。
川崎市においては、全体的に見て全国水準と比して整備水準の高い施設が多い状況に
あるが、避難活動関連施設、緊急輸送関連施設、医療機関施設、地域防災拠点施設、備
蓄倉庫･備蓄品そして密集市街地については整備が不十分であり、その整備が急務となっ
ている。また、防災対策の中枢拠点となる市役所、区役所の防災総点検、市営住宅の耐
震改修・建替え更新等の対策も重要となっている。
なお、地域防災拠点施設については、通常広域レベルの施設を指しているが、川崎市
としては区役所が相当することからこれの整備を考慮する必要がある。また、密集市街
地に関しては特に重要な対策であることから別途に方針を検討する。
方

針：

① 避難活動関連施設について：
第 2 編でみたように、当市の災害時避難場所の整備に関しては十分とはいえない状
況にある。避難関連施設に関しては、人口１人当たりの避難地面積（約 60 ㎡）は十分
満たされているが、広域避難地については「広域避難困難区域率（54.4％）」、また、
一次避難地については「一次避難困難区域率（88.46％）」という状況であり、特に一
次避難地の整備が遅れている。このことは避難地（広域避難地も含めて）の配置が不
均等であることを物語っており、不足している地域における避難地（公園等）の確保
が大きな課題といえる。また、避難路未整備区域率は 37.6％となっている。
しかし、当市の避難の考え方は、建物の倒壊や火災の発生等により避難の必要が生
じた場合には、避難所（市立の各種学校等）
、一時避難所（一時的に避難する公園等空
地）
、そして広域避難場所（大規模な空地・公園緑地）を計画していること、広域避難
場所としては「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」
としている（一次避難地・広域避難地の区分をせず両者を広域避難場所として位置付
けている）こと、避難勧告・指示を行う場合は原則として「避難所等」を指示する（し
たがって、広域避難場所への避難は自発的避難の場合である）こと、などとなってい
る。
こうした避難の考え方からいえば、国基準（10ha 以上）の『広域避難場所』の整備
率が低いままでも、たとえ小規模でも「避難所等」が十分あれば避難は可能となる。
以上を踏まえ、今後の避難施設整備の方向性を整理すると、
〇

いわゆる各種学校等の「避難所」を基本とした避難計画であること、及び「広域

避難場所」が不足しているという状況を踏まえると、広域的な災害発生の際に「避
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難所」から「広域避難場所」へ、という段階をとることが難しい事態が考えられる
ことから、
「避難所」の安全性については周辺市街地の耐災性を高めるなどが図られ
る必要がある。その場合、避難地確保は応急活動用施設であることから、被災危険
の高い市街地から優先的に整備していくことが重要である。
〇

現状で不足している「広域避難場所」に関しては、広域的災害が想定される川崎

区、幸区において検討する必要がある。特に前者の場合、臨海部のコンビナート地
区からの避難者を考慮して、整備を図ることが望ましい。
〇

「一時避難場所」に関しては、最寄りの「公園等空地及び協定により確保した場

所」とされているが、必ずしも設置基準が明確ではない。避難場所は、まさに難を
逃れて身の安全を図る場所であることから、液状化、危険物施設、急傾斜地等々を
考慮すると共に、混乱を防止する上でも一定の標準規模が確保されるべきである。
こうした点から「一時避難場所」について設置基準を定め、現状の総点検が必要と
思われる。
〇

大規模な面開発地区（業務、商業、住宅）の場合、地区全体が災害に巻き込まれ

るという可能性は低いことから、避難が不要な『滞留地区』として検討することが
重要である。
② 緊急輸送関連施設について：
緊急輸送関連施設に関しては、輸送路の要対策箇所の整備率（56％）
、また緊急輸送
用のヘリポート整備率（50％）
、緊急輸送港湾の耐震強化岸壁整備率（50％）となって
おり、災害時の域内輸送及び各種の応援部隊の円滑な輸送の重要性を鑑み、その整備
が急がれるべきである。
〇

本市の場合、市域が東西に細長い形態であり、かつ北側は多摩川が位置し、南側
は丘陵地でアクセスに制約があることから、東西方向の輸送路が災害時の防災活動
にとって生命線となる。したがって市域を東西に貫く主要道路の要対策箇所の整備
は緊急の課題である。また、迂回路の設定など可能な限り多くの東西方向の緊急輸
送路を確保していくことも課題といえる。

〇

川崎区域においては液状化等による道路損壊が予測されること、高架道路や橋梁

の損壊によって臨海部が遮断あるは孤立状態になることなどを考慮し、特に要対策
箇所の整備と応急復旧体制の強化が必要と考えられる。
③ 医療機関施設について：
医療機関の耐震化率（50％）は遅れが顕著であり、全国平均を下回っている。ここ
では市立病院のみを対象としているが、いうまでもなく、地震災害時には過去の災害
経験からも多数の負傷者発生が避けられないことから、医療機関の機能は極めて重要
であり、大規模地震時には近隣の他自治体への移送等も困難となることから、地域内
で対応することを基本として民間病院も含め耐震化対策を強化する必要がある。
なお、この場合、併せてヘリポート等の整備も課題であり、新設施設の場合は屋上
に、あるいは近傍に臨時へリポートの確保を図る必要がある。
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④ 地域防災拠点施設について：
本市の場合、「避難所のうち、中学校 51 校及び南部防災センターについては、地域
防災センターとし避難収容施設のほか物資備蓄、応急医療救護、情報収集伝達の機能
をもたせる」
（市地域防災計画 148ｐ）としている。この位置づけは国が言う（都道府
県が整備する）広域的な地域防災センターとは異なり、いわば都市版の（直接地域社
会に対応する）地域防災センターということができる。実際、大規模都市の場合には
災害対策本部が全域の防災対策活動機能を果たすことは困難であることから、こうし
た機能が重要となる。したがって、本市の場合、災害時には市災害対策本部－区対策
本部－地域防災センターという 3 層の活動体系が取られることとなり、今後地域防災
センターの機能に見合う施設の充実、体制の整備が必要である。
なお、緊急輸送路における輸送拠点施設については該当しないとしているが、広域
的な災害応援を円滑に受け入れる必要性から、市として今後その整備が検討されるべ
きである。
⑤ 備蓄倉庫･備蓄品について：
本市の備蓄倉庫・備蓄品の整備状況は、現状でみる限り十分とは言えない内容であ
る。しかし、
（内閣府の求める）整備対象事項の適否という問題もあり、また川崎市と
してはこれ以外の代替できる物品・設備等を備蓄している可能性もあることから即断
はできないが、地震被害想定などの被害規模を考慮して、倉庫規模、食料、毛布、テ
ント、トイレなど全体として緊急に整備を進める必要がある。
市は、前項でみたように地域防災センター（中学校 51 校及び南部防災センター）を
計画していること、地域防災センターには備蓄機能を持たせるとしている（市地域防
災計画）ことから、それぞれの地域の防災需要予測を踏まえて、これらの施設への必
要物資等の備蓄整備を推進していくことが必要である。

（２）建築物の「耐震改修促進」の方針
考え方：
Ⅱ編－２でみたように川崎市の「耐震改修促進計画」には種々の課題を含んでいる。
建築物、中でも住宅の耐震化問題は、市民の生命・財産を災害から保護できるかどう
かを直接左右することから、地震防災対策の核心に位置し、この課題を抜きに如何な
る対策を講じても根本的な被害の軽減を成就することはできない、といって過言では
ない。なお、本市の場合公共建築物の耐震化については比較的よく進んでいるので、
ここでは課題の多い住宅について方向性を整理する。
現在、川崎市の耐震診断の件数（公的補助の実施実績）はそれなりの成果を上げて
いるが、耐震改修実施件数は極めて低調な状況にある。しかし、こうした状況であっ
ても市の「耐震改修促進計画」との関係では、10 年後の住宅の耐震化率 90％達成にと
って特段の問題が生じることにならない。これは新たに建設される集合住宅戸数が耐
震住宅として増加すること、木造住宅の建替え分がそのまま耐震住宅に移行すると見
なしていること、さらに目標とする耐震化率が木造住宅と集合住宅を合計戸数として
設定していることなどから、現状で耐震性に欠ける木造住宅の耐震改修が特段進展し
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なくても計画目標が達成できる内容になっているからに他ならない。要するに、住宅
供給市場において従来の住宅建設が継続し、木造住宅の建替えが進めば、政策的な耐
震化を促進しなくても目標の達成が可能である、というものである。
こうした計画設定にはⅡ－２で指摘したように地域社会の、特に木造住宅における
現実とは乖離が見られる（したがって、木造住宅の耐震化問題は本質的に解決されな
い）こと、また、
（如何に耐震性が確保された住宅であっても）老朽化の進行によって
耐震性も低下するという避けられない宿命を考慮することが重要であることから、こ
こでは耐震性に欠ける木造住宅の耐震改修を将来にわたり着実に担保できる社会シス
テムを整備することが必要である、との観点からその方向性を整理する。
対策の方向性の要点は、自治体による市民の意識改革、費用面での公的支援、事業
者（耐震診断・耐震改修技術者）の信頼性の確保、そして何よりも需要を掘り起こす
仕組み（市場性の導入）である。
方

針：

①

現状の市公的支援制度の改善：
ア)木造住宅耐震診断士派遣制度について
現状の「診断士派遣制度」は特段の強い制約条件がなく、費用は全額市負担で
あること、申請（申し込み）も簡単であることから市民が利用する上で支障とな
る事項はない。また、違法建築物を対象外としていない点についても評価される。
しかし、将来的には（第 2 ステップとしては）
、昭和 57 年の耐震設計基準の改定
は木造住宅の場合に耐震上の決定的な要素とはいえないことから、
「昭和 56 年 5
月 31 日以前に建築工事に着手した住宅」の条件については改善の余地がある。
例えば、昭和 57 年建築の場合、既に 27 年を経過していることから、仮に当時
耐震性を考慮した住宅であっても、老朽化による劣化が十分に考えられることな
どから、今後はこの建築年条件を削除するか、建築年次を後ずらしすることが望
ましい。
イ)木造住宅耐震改修助成制度について
現状の耐震改修助成制度は、工事費補助が費用の１／２以内かつ 50 万円を上限、
精密診断・補強計画作成及び工事管理費用は費用の１／２以内かつ 25 万円を上限
とする、などが内容となっている。工事関係費について適正助成額というものは
ないが、川崎市の現行額はほぼ全国的水準かやや上回る額といえよう。しかし、
補助対象から共同住宅や長屋等が除かれている（耐震診断の補助対象になってい
る）点は、いわゆる木賃アパートの危険性という現実から言えば、改善の余地が
ある。
また、違法建築の取扱いであるが、当市の場合違法建築については基本的に助
成対象から外しており、この点も改修に繋がらない要因となっていることは明白
であることから、法違反の内容について緩和する（例えば、集団規制違反のみと
する等）など改善の余地がある。
なお、登録診断士が補強計画、工事管理を行うシステムについては、一貫性が
保持されている、と同時に利用者（ユーザー）の診断士、施工者の選択性も確保
されている点は評価される所である。
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②

事業者の信頼性を確保する：
本市の診断士及び工事施工者の登録者は、診断士が 82 名、施工者が 92 名（平
成 20 年度）であり、その大半が市内事業者となっている（市外事業者は、診断士
13、施工者が 6 名）
。また、診断士、施工者共に各区に存在し、名簿の公開もされ
ていて利用者側からみて特段の不都合はないと思われる。
問題は、利用者と診断士あるいは施工者との関係について信頼性が担保されて
いるか、という点である。当市の場合、登録者名簿を公表し、利用者の自由選択
性を基本としている（したがって民事契約制）が、
「技術面での保障を含めて市民
への紹介を行っているかどうか」である。この点に関しては診断士（一級、二級
建築士）
、施工者共に半日程度の講習会参加が登録の条件となっており、やや形式
的な観を否定できない。
診断士に関しては、無料派遣であることから利用者として躊躇する理由は生じ
ないが、改修工事の場合、自己負担の費用も比較的高額になることから、事業者
への信頼の有無は決定的に重要である。少なくとも市として、耐震改修（補強）
技術に関して充実した講習会を開設し、技術修得した施工者を市の認定資格者と
して、市民に紹介する必要がある。

③

標準的な耐震工法及び改修費を公表する：
補強工事が必要と判定された居住者が、改修工事を行うかどうかの判断は費用
問題が大きな比重を占める。ここでの費用問題は耐震効果と見合う適正工事費か
どうか、ということである。
実際、木造住宅の耐震改修では住宅のさまざまな部位（壁、柱、屋根など）の
改善を組み合わせて全体としての性能を確保することから、改修部位の組合せ方
法により、当然費用が異なってくる。したがって改修計画は複数考えられ、改修
費用もまた幾通りもある。ここではどの程度の耐震性能を確保したいか、どの位
の予算を準備できるか、という利用者側の事情によって改修計画の内容は決定さ
れる。
こうした点を考慮するならば、耐震工事にはどのような改善（工法）があるの
か、またそれらの工事費は標準的にどの位か、といった標準工法と工事費を市民
に公表していくことが、透明性と信頼性を付与していく上で重要である。換言す
れば、利用者が提示される見積書をチェックできる状況をつくることの必要性で
ある。この点について本市の対応は欠落している。

④

市民意識の改革：
上記の制度的整備と共に、一方において住宅の耐震改修に関する社会的意義に
ついて十分な啓発普及がなされ、市民意識の改革を行われているかという問題で
ある。いうまでもなく、住宅の耐震改修は居住者の安全性を確保すると同時に、
地域社会の防災性の向上に欠かせない地域的公益性をもっている。それゆえに公
的支援（社会貢献）の対象となりうる。裏返せば、住宅所有者にとっては住宅の
安全確保は社会的な責務である。
こうした視点は、現状の助成制度紹介パンフレットなどには見られないが、市
として市民へは無論、登録診断士や登録施工者に対しても、繰り返しの広報、地
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区説明会、区役所における相談窓口、講習会などを通じて啓発し、意識改革を図
っていくことが自治体として必要である。
⑤

その他の改善事項：
・本市の場合、
「耐震診断を実施した診断士が診断結果を説明し、補強が必要な場
合は概算費用を示す」となっているが、上記③で記したように「概算費用」とい
えども補強計画（方法）がないままの提示は容易でない。いわゆる“どんぶり勘
定”では不信を生むだけであり、診断業務と改修業務との連続性を制度的に確保
するという点で検討の余地がある。
また、一般に木造住宅は、家族構成の変動や建物の老朽化、生活スタイルの変
化などにより、築後 15～20 年程でリフォームの必要性が生じる。こうした点から
耐震改修の必要性が生じた場合、リフォームと一体的に改修工事を行うことが費
用面でも合理的であることから、リフォーム費用について低利融資等が可能な“抱
き合わせ支援制度”の検討が望まれる。
さらに、前記したように木造住宅は使用年月と共に老朽化、腐食等の進行は避
けられず、耐震性についても劣化する。したがって、住宅の部分改善や補修と同
様に耐震性についても継続的に管理することが必要であり、その方法として住宅
の定期的な耐震診断を制度化し、これを支援していく仕組みが重要となる。本市
として独自に建築後、一定期間ごとに専門家による耐震診断が実施できる制度整
備が望まれる。

（３）地域社会における防災まちづくりの方針
考え方：
全ての地域で地区特性に合わせた“協働の防災（安全安心）まちづくり”を地域住
民、事業所、行政の連携を通じて推進することにより、地区空間（諸施設）の耐災性
の向上、日常の安全管理規範の育成、災害時の相互扶助体制の醸成を図り、地域防災
力を総合的に進める必要がある。
・地域社会における防災まちづくりとは、地区住民（事業者を含む）が自主的・継続
的に安全安心な地域をつくり、管理する活動であり、これを自治体と協働して取り組
む活動、とここでは定義する。一般に防災に限らず、まちづくりを推進するためには、
専門家の間では「ヒト、モノ、カネ」の 3 条件が必要とされている。その具体の内容
については特に言及していないが、「ヒト」は優れたリーダーの存在であり、「モノ」
は整備すべき公共施設であり、
「カネ」はまちづくり活動や事業に要する予算付けを指
していると思われる。しかし、これらの条件が整えばまちづくりが持続的・円滑に進
むかといえば、各地の都市計画事業地区に見られるように必ずしも十分とはいえない。
・まちづくりにとって最も基本的な要件は、地区の住民・地元事業者が主体的に地域
意志（総意）を踏まえて、自ら地域の改善や管理に取り組むことのできる組織体（ま
ちづくり団体）が存在することである。こうした組織体が存在してこそ、自治体との
連携や協働関係を築くことが可能となり、また種々の行政計画や事業制度を地区の実
情に合わせて活用することができる。
主体性のあるまちづくり組織体は何によって担保されるかといえば、多くの率先市
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民（リーダー階層）の存在であり、活動を維持できる自主財源であり、地区内合意形
成のシステム（役員会と会員との民主的しくみ）である。したがって、防災まちづく
りを構想する場合、まずはこうした要件整備を地域社会に形成していくことが不可欠
といえる。自治体は、こうした環境整備を怠ったまま、補助制度や地区整備事業の導
入を図ろうとしても地域的な取組みとして発展させることは難しい。そうした環境整
備の上に、自治体は地域組織が「防災まちづくり」を協働によって開始できる枠組み
制度を整備することが必要である。
ここでは地震防災対策に限らず、
“地域社会における安全安心な市民生活の確保”と
いう幅広い観点からまちづくりの方向付けを行う。
方

針：

① 防災まちづくり率先市民を醸成する
地域社会においてまちづくり組織が形成され、活動が維持されるためには中心と
なって担う市民＝率先市民（リーダー階層）の存在が欠かせない。しかも、地域社
会の諸問題は多かれ少なかれ全てが関連しており、まちづくり活動の内容は多岐に
わたり、また時間がかかる。それゆえ数名の「率先市民」では対応が難しく、数 10
名規模の「率先市民」が必要となる。こうした市民が最初からどの地域にも存在す
るわけはなく、やはり市民・事業者の中から醸成していくことが必要となる。市は、
まちづくりの重要性を理解し、また関心をもった「率先市民」を、各地域に醸成す
るための充実した学習プログラムを整備し、提供していくことが先ずは重要である。
② 地域活動のための自主財源を確保する
地域社会には、多くの場合町内会・自治会等の地縁団体や集合住宅における管理
組合組織がある。これらの組織は会費によって運営されているが、新たに形成する
まちづくり組織の場合、活動財源をいかに賄うか、が重要となる。行政の補助金と
いう方法もあるが、日常的な活動費はやはり（自主組織として）自前の財源で賄う
べきであり、地縁団体との連携あるいは一体的活動によって会費を費やすことが基
本である。まちづくり活動の経費が嵩む場合には、当然住民にとってのメリットで
あることから地域の理解の上に会費のアップ、寄付など種々の方法により賄う必要
がある。そうした経費が可能かどうかは、活動が地域関係者に支持されているか、
あるいは受け入れられているかの指標ともなる。
いずれにしても、まちの改善事業費は別として、日常活動費は自主財源によって
賄われることが基本である。
③ 地区内の合意形成システムを担保する
地域組織がまちづくりに取り組む上で、組織体が地域社会における合意形成シス
テム（総意としての地域意志を纏め上げるしくみ）をもっていることが必須の要件
となる。重要事項に係わる意思決定が一部のリーダーや役員会レベルのみで行われ
る組織では、地域的な取り組みとして広がりのあるまちづくりを進めることは困難
である。重要事項について地区住民（会員）の合意形成を図るには、役員会と会員
との間で地区の現状、課題や問題、役員会の考え方等について、ニュースや回覧あ
るいは会員対象の勉強会などにより日常的に情報の提供が行われていなければなら
ない。その上で、事前にアンケートや全会員集会などによって意向把握を行い、役
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員会等で討議する手順が必要である。
こうした民主的まちづくり組織の形成こそが地域意志に基づく活動を可能とし、
行政との協働の関係を築くことができる、のみならずコミュニティの発展に寄与し、
様々な分野における相互扶助（互酬の関係）を強める。組織形態については、住民
組織自身が判断すべきことではあるが、行政としては協働の対象が地区総意を体現
し得る組織であるかを考慮する必要がある。
④ 協働のまちづくりを推進するための制度整備
地域社会は住宅や商店や事業所、そして道路、公園、様々な供給処理施設によっ
て構成され、そこで市民生活が営まれ、商業や工業等の事業活動が行われている。
こうした一定の秩序をもった地域において、新たに（防災）まちづくりとして“安
全安心”の価値観を導入する場合、市民団体や事業者をはじめ行政や公益事業者と
の協働の取り組みが必要となる。そこでは異質の組織・団体が共通の目的のために
それぞれの役割を担うことが求められる。これを可能とする枠組みとして関係する
組織・団体が参加する協議会が考えられる。しかし、全ての地区の協議会に公益事
業者等が参加することは容易でないことから、地域の住民・事業所などを包含した
地区組織と行政との協力協定によって進め、必要に応じて公益事業者等に協力要請
を行う方法が合理的である。
この場合、自治体は目的、対象団体、実施すべき基本事項、自らの役割等につい
て明示した（地区まちづくり）協力協定を締結できる旨の制度を整備すればよいこ
とになる。それは地区団体と自治体とが協働して（防災）まちづくりに取り組むた
めの調整機能を担保することに他ならない。協働のまちづくりを推進するためには
こうした制度整備が先ず重要となる。
⑤ 生活基盤公共施設の整備基準と私有施設整備への支援制度の充実（自治体の役割）
ⅰ）生活基盤公共施設の整備基準
生活圏における公共施設の整備は基本的に自治体の責務である。生活道路や車
交通の多い交差点・歩道の改善、地区内公園や広場、消防水利など防災施設、あ
るいは公立学校をはじめとする各種の教育・福祉・文化施設等々は、従来自治体
が全市的な観点から整備基準などを設けて整備をしてきた。しかし、地域社会の
側はそれぞれ実情が異なり、基準による一律整備がその地区にとって適切である
とは限らない。生活圏における公共施設整備は、地区の要求度や活用度合、さら
に利用者（生活者）の提案なども考慮して、優先的かつ柔軟な整備が必要になっ
ている。また、そうした対応によって地区のまちづくり活動（総意づくり）を助
長し、施設に対する責任性が育まれることから、「（防災）まちづくり推進地区」
では、地区的な合意形成を前提として公共施設整備の柔軟な運用が図られるよう
に検討すべきである。
ⅱ）私有施設整備の支援制度の充実
・市民が日常生活を営んでいる一般市街地は、上記でみた公共施設の外に、住宅
（戸建住宅、共同住宅等）
、店舗等商業施設、駐車場、市街化区域内農地、樹林地
などといった私的施設（用地）によって大半が占められている。こうした私的施
設は所有のみならず管理も私的に行われている。しかし、これらの私的施設は必
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ずしも地域社会の安全性に配慮して造られ、あるいは管理されているとはいえな
い状況が少なくない。例えば、傾斜地住宅地におけるよう壁、各住宅の重量塀や
門扉、商店街など繁華街の看板やアーケード、あるいは老朽化した住宅やアパー
ト、管理が不備な資材置き場などは、どこの市街地にも見られる光景であり、こ
れらの中には崩壊や転倒落下による危険を及ぼす者も少なくない。そこには所有
者の認識不足、行政指導の不備、費用面で改善が困難など要因はさまざまである
が、少なくとも情報の情報提供や改善費に対する支援など地域社会の安全化とい
う公益性の観点から支援制度の充実を図り、改善の促進を図ることが必要である。

（４）災害時の要援護者対策の方針
考え方：
災害時における高齢者・障害者など要援護者への対策は、阪神・淡路大震災にお
ける経験から自治体防災計画の中で位置付けられるようになったが、その多くが避
難誘導及び避難所における対応等の支援が中心となっている。また、一般に支援体
制としては地域組織と連携した体制づくりに過度に依存した内容となり、結果とし
て対象者名簿（個人情報）の取扱い問題の段階で対策が停滞している状況が見られ
る。
川崎市地域防災計画では、社会福祉施設等による対策を基本として地域との連携
（協助体制）の確保を重視した内容となっているが、支援の範囲や実際性の点で難
がある。
災害時要援護者対策としては、災害時において対象者があらゆる面で不公平・不
利益を被る状況におかれる点を鑑みて、情報収集と情報伝達支援、救助救出、避難
誘導、避難所及び在宅者への生活支援、そして被災後の現状復帰（回復）あるいは
生活再建への支援など全般にわたって対策が講じられなければならない。そして、
こうした対策を実施する上で周到な事前対策が必要となることはいうまでもない。
さらに、被災によって生じた肢体障害者への障害者手帳の交付、避難等の環境変
化による介護保険新規認定・要介護度変更などの福祉業務を円滑に進め、福祉サー
ビスの継続を図ることも重要になる。
災害時要援護者については、ひとり 1 人の条件が異なることや支援活動の範囲が
広くまた対象者も多いこと、そして被災とその後の生活環境の低下によって「要援
護者」
（対象者）の増大が想定されることなどから、行政、福祉医療関係機関、民生
委員・児童委員、NPO、地域団体等と連携・協力して支援体制を整備することが不可
欠である。一方において、普段から要介護者が被災しない生活環境づくりと対象者
自身の防災意識の向上についても対策を講じることが重要である。
また、支援活動は、福祉施設等の施設生活者と在宅生活者については明確に区分
することが重要であり、自治体は（さまざまな環境で生活している）在宅の要援護
者の対策を中心に対応計画を作成する必要がある。
方

針：

① 市は、対象範囲の概念を整理し、支援の優先度及び基本的な方策を示す
一般に災害時要援護者の範囲は、高齢者世帯、寝たきり高齢者、傷病者、心身
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障害者、幼児、外国人、そして災害による負傷者などその範囲はきわめて広い。
加えて福祉施設（養護老人ホーム、障害者施設、保育園等）や病院入院者も含ま
れる。しかし、施設生活者に関しては施設管理者が第一義的に対策を講ずる必要
があり、支援者の不安定な在宅生活者及び災害による傷病者等を基本として対策
を検討すべきである。
なお、福祉施設等に関しては、
「要援護者」化しないように予防対策及び事前応
急対策に重点をおき、むしろ災害時には「在宅要援護者の受け入れ施設」と位置
づけるべきである。
② 災害時要援護者への支援活動の全体像を整理する
在宅の災害時要援護者について、対象別に必要な支援活動を抽出し、支援の全
体像を明らかにする必要がある。その上で、市の福祉部門（健康福祉局）が中心
となり、関係者、地域組織の協力を得て、全体的な在宅要援護者への支援計画を
策定する。
ここでいう支援の全体像とは、上記した情報収集と情報伝達支援、救助救出、
避難誘導、避難所及び在宅者への生活支援、そして被災後の現状復帰（回復）あ
るいは生活再建への支援などであり、そのための周到な事前対策である。
また、関係者とは社会福祉協議会（福祉ボランティア、NPO）、ケアマネージャ
ー、福祉医療関係機関、民生委員・児童委員などであり、地域組織とは町会・自
治会その他の地域団体である。
③ 地域団体等との連携（地域支援ネットワークの形成）と支援事項の整理
上記の「在宅要援護者支援計画」に基づき、具体的な支援事項について各地域
団体等への支援要請が行われる必要がある。この場合、地域団体等の力量は地区
によって格差があり、地区によって著しく高齢化が進んでいたり、要援護者数が
非常に多かったりなどアンバランスが当然想定されることから、ボランティアを
含む地域支援ネットワークを形成することなどが必要となる。
なお、各地区の支援対象者に関しては、地域団体関係者は行政資料による対象
別の総数を把握していればよく、実際の地区での対応は「支援希望者」にならざ
るを得ない（実際の災害時には、行政名簿と照合する仕組みを用意しておけば落
としや漏れに対処できる）
。
④ 避難誘導支援、在宅及び避難所における生活支援
災害時要援護者へのさまざまな支援活動の中で、避難誘導と被災後の生活維持
への支援は前もって支援方法や手順及び体制の準備が特に重要となる。
ア）災害時の避難支援対策
災害時に避難が必要な人は、誰でも安全に避難できることが必要である。こ
のため、自宅から自力で避難できない高齢者等の災害時要援護者の避難支援体
制を構築する必要がある。
現在、市では災害時には自力で避難が困難な人で、町会・自治会、自主防災
組織等の支援組織に個人情報を提供することに同意する人について、災害時に
避難支援をするための名簿の作成を行っている。これで見るように、個人情報
の取り扱いと支援する側の体制づくりが鍵になっている。このため、災害時要
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援護者の情報管理を徹底するとともに日常的に地域の支援組織（町会・自治会、
自主防災組織等）や支援者と災害時要援護者が相互に交流を図る機会を設ける
必要がある。また、災害時要援護者の状況に応じた避難誘導を実施するため、
訓練等により災害時要援護者の特性に応じた支援の方法を把握しておく必要が
ある。
イ）避難所における生活支援対策
阪神・淡路大震災等における避難所での問題点の改善するために、以下の施
策が考えられる。
ａ

市・区、避難所運営組織における災害時要援護者支援班等のように支援体
制を構築する。

ｂ

避難所において災害時要援護者に配慮する「避難生活のルール」づくりを
行う。

ｃ

災害時要援護者への対応を専門的に行う人材、ボランティア等の確保体制
を図る。

ｄ

避難所内に災害時要援護者向けの専用室の確保、あるいは高齢者等福祉施
設への一時入居等福祉避難所の確保を図る。

ｅ

避難所のバリアフリー化、高齢者・障害者向け災害用トイレの確保、同食
事の確保を図る。

ｆ

避難所の救急・救護体制を確立する。

ｇ

被災後の生活再建等相談体制を確立する。

ウ）在宅避難者への支援対策
高齢者等の災害時要援護者の中には、避難所での集団生活が困難なため、自
宅で避難生活を送る人も多い。このため、これらの人々を把握する体制を構築
するとともに、健康管理や緊急時の救急・救護体制等を確保する必要がある。
⑤ 事前対策の推進による要援護者需要の低減
現状の“災害時要援護者対策”は事後対策に重心が置かれ過ぎ、想定される大
きな需要に行政も地域も困惑している。災害対策全体について言える事であるが、
特にこの問題については発生需要を低減するための対策として、
（想定される）要
援護者が被災しない生活環境づくりに向けた日常的な支援、当事者及び家族の防
災意識の向上のための支援プログラムの作成と普及などの予防的対策が必要であ
る。
こうした事前対策として、ア）家具転倒防止支援事業の推進など家庭内の安全
化対策の普及、イ）住宅や居室の耐震改修のための特別支援、ウ）ヘルパーや民
生委員を通じた安全生活のための生活改善の指導、エ）要援護者及び家族向けの
防災講習の実施、オ）地域団体などによる要援護者と近隣住民との接触機会の創
出、さらに、カ）地震火災等から避難しなくて済む安全なまちづくりへの取り組
み等々が行われる必要がある。
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（５）災害時の応急活動体制の充実・強化
考え方：
何時発生するのか分からない災害に対して、発生した時間帯に応じて初動期から
迅速に対応できるよう緊急時の行動計画を作成し、訓練を通して検証する必要があ
る。また、各区において災害の様相が大きく異なることが予想されるため、各区に
おける行動計画を強化しそれぞれ独自の活動が実践できるよう体制等を備える必要
がある。
方

針：

①

市役所各活動部・班における「災害時行動マニュアル」の作成
被災後は、災害初動対応計画及び災害応急計画を迅速に実施する必要がある。こ

のため、平常時から非常時の行動マニュアルを作成し、訓練等をとおして検証する
とともに、あらかじめ実施すべき対策や確保すべき体制等について準備する必要が
ある。
②

各区における応急活動体制の強化
川崎市では、各区における地震時の被害様相が大きく異なることが予想される。

例えば、川崎区、幸区、中原区等では、建築物被害に伴う延焼が想定され、多摩区、
麻生区、宮前区等では、丘陵地の宅地造成地の被害が想定される。このため、地域
の被害特性に応じた応急対策を推進するため、現在実施されている被害想定等を踏
まえて、各区が取り組むべき応急活動を検討し、災害時に迅速に対応するため災害
時の行動マニュアルの作成と訓練等を推進する必要がある。
③

地域防災拠点における運営体制の確立
災害時に市内５２か所に設置予定の地域防災拠点について、機能及び運営体制を

明らかにする必要がある。
現行の防災計画では、地域防災センターは、避難者収容機能を有するとしており、
この場合、小学校における避難所運営と同様に、地域の自主防災組織を中心とした
避難所運営会議を構築して運営にあたるのか、情報収集伝達機能や物資備蓄機能等
とはどのような関わりになるのか等、事前に明らかにして体制を整備する必要があ
る。また、地域特性を考慮した地域防災拠点の運営を考慮すると、区役所の役割も
重要であると考えられ、同様に地域防災拠点の運営についてどのような役割を果た
すのかを明らかにする必要がある。
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Ⅲ－３．自治体防災対策の先進事例
本節では、川崎市における主要な防災対策と類似した先進自治体の事例を抽出し、それ
らの概要を紹介する。
（１）類似の先進事例
川崎市主要防災対策
（１）
①地域防災計画の策定方
地域防災計画の 法について
１
方針
総合的な
②地域防災計画の内容に
防災対策
ついて
のあり方
③区「地域防災計画」に
ついて
（２）地震被害 ○次期（21 年度）被害想
想定の方針
定
（３）
①地震災害ハザードマッ
各種のハザード プについて
マップの方向性 ②大規模地震とその他の
ハザードマップについて
（４）総合的な
防災行政の推進

２
市街地の
危険性に
配慮した
防対策の
あり方

３
全市的又
は個別防
災対策の
あり方

（１）
丘陵地における
造成宅地対策の
方針

①急傾斜地崩壊危険箇所
について
②大規模盛土造成区域に
ついて

（２）
木造密市街地の
防災対策の方針

①重点密集住宅地区につ
いて
②「耐震化推進地区」に
ついて

（３）石油コン
ビナート地区等
の防災対策の方
針
（４）川崎駅地
区の防災対策方
針
（１）
地震防災施設の
整備の方針

（２）
耐震改修促進の

類似の先進事例
●立川市地域防災計画
●国立市総合防災計画
他に高知県地域防災計画など
●千代田区災害対策事業計画
（●立川市地域防災計画）
（●国立市総合防災計画）
●北海道札幌市東区地域防災計画
・東京都では 5 年毎に地域危険度調査
を実施している。
－
●清須市洪水ハザードブック
●神戸市安全都市づくり推進計画
●三重県防災対策推進条例
●広島市災害に強いまちづくりプラ
ン
－
●鳥取県「災害に強いまちづくり事
業」
・東京都「防災生活圏構想」
－
●千葉県市原市緩衝緑地帯

－

①避難活動関係施設
②緊急輸送関連施設の耐
震化
③重要公共施設の耐震化
④地域防災活動拠点施設
⑤応急救助物資・資機材
の整備
①公共施設の耐震化
②木造住宅の耐震化
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●津波避難施設：三重県大紀町、（他
に静岡市清水町など）
－
－
－
－
・静岡県
・静岡県（各市）

方針
（３）
地域社会におけ
る防災まちづく
りの方針

③集合住宅の耐震化
①協働の地区防災まちづ
くり制度
②地域の生活環境の改善
③災害時の防災活動体制

（４）災害時の
要援護者対策の
方針

①福祉施設等の対策
②在宅要援護者の対策

・愛知県（各市）
－
●国分寺市防災まちづくり推進地区
実施要綱
●国分寺市高木町防災まちづくり推
進地区
●国分寺市泉町三丁目地区防災まち
づくり推進地区
・静岡市大岩二丁目地区
（施設の体制充実と地域社会との支
援協定）
●横浜市瀬谷区：まちの防災知恵袋事
業

（２）類似の先進事例の概要（（１）の表内の●の事例について）
●事例【立川市地域防災計画】
・東京都立川市では、平成 18 年 2 月から平成 19 年 3 月にかけて学識経験者、市内各
団体推薦者、応募市民から構成される防災計画策定市民委員会を設けて、減災計画
の内容をテーマ毎に第 1 分科会から第 3 分科会に別けて検討し、計画に反映した。
減災計画は、第 3 次長期総合計画の分野別個別計画に位置付け、平成 19 年度～２６
年度までの 8 カ年を計画期間として、減災目標を実現する各施策について事業計画
を立案し、実効性を担保している。また、減災計画の推進にあたり、庁内に「地域
防災計画推進本部」
（仮称）を組織、
「市民による地域防災計画推進チーム」（仮称）
の設置、
「防災対策基本条例」（仮称）の制定等を挙げている。
●事例【国立市総合防災計画】
・東京都国立市では、庁内委設置した国立市防災対策推進会議及び推進会議分科会の
他、市内の機関・団体からなる国立市総合防災対策連絡協議会、及び市民からなる
国立市防災まちづくり市民会議を設置して検討し防災計画に反映した。
減災計画は、平成２０年度から国立市第四期基本構想が目標年度としている平成２
７年度までとし、減災目標を実現する各施策について事業計画を立案し事業の実効
性を担保している。また、減災計画の推進にあたって、市と国立市総合防災対策連
絡協議会が協力し、市民の参画を得て点検評価を実施するとしている。
●事例【千代田区災害対策事業計画】
・東京都千代田区では、平成１８年 3 月公布施行した千代田区災害対策基本条例に基
づき平成 18 年 6 月千代田区災害対策事業計画を策定した。この計画は、千代田区地
域防災計画のうち区が主体となって実施する施策を取りまとめたもので、平成 18 年
度～２２年度を計画期間とし、減災目標を実現するため、分野別の事業計画及び事
業プログラムを作成している。
●事例【北海道札幌市東区地域防災計画】
・東区では、地域防災計画の策定にあたり、
『東区「安心安全なまち」連絡協議会』に
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諮り、東区における災害に対する業務および今後の方向性を定めることにより、住
民の視点などを取り込んだ計画立案を行った。
『東区「安心安全なまち」連絡協議会』
とは、地縁団体、防災、防犯、交通安全、福祉などの地域組織が中心となり、協力
団体として防災関係機関も加わる形で構成される団体で、防災、防犯などの各種運
動の拡大や参加者の増加、情報の共有化による対応の迅速化、ネットワークの強化
などを図ることを目的に平成 17 年 11 月に設立された。
●事例【清須市洪水ハザードブック】
・愛知県清須市では、平成２０年 8 月に、市民が洪水に対する心構えを養い、洪水時
に避難する際、適切な避難行動がとれるよう、
「気づきマップ」、
「浸水想定区域図」
、
「逃げどきマップ」を載せた洪水ハザードマップを作製した。このうち、
「逃げどき
マップ」では、家屋の構造、階数に応じて浸水前と浸水後の避難行動指針を地域別
に示しており、浸水後は、自宅で避難していたほうが安全な地域や浸水前に避難し
ないと危険な地域などが具体的に示されている。
●事例【神戸市安全都市づくり推進計画（神戸市地域防災計画）
】
・神戸市では、阪神・淡路大震災後、市民、事業者、行政の協働により安全都市づく
りを総合的、体系的に推進するために、神戸市復興計画、第四次神戸市基本計画を
受けて、
「神戸市地域防災計画（安全都市づくり推進計画）
」を平成 9 年 6 月に策定
した。本計画は、『神戸市民の安全の推進に関する条例第 4 条の「市民の安全を推
進するために必要な市全体の計画」
』と『神戸市地域防災計画における防災事業計画』
として位置づけられており、また平成 17 年度に策定された「新たなビジョン（中
期計画）
」における「減災・防犯から始まる安全都市推進プラン」を中心とする安全
で安心な都市づくりに関する事項と連携し、これを補完・具体化する役割を担うな
ど、安全・安心まちづくりに関する事業の中核的な位置づけとなっている。
●事例【三重県防災対策推進条例】
・三重県では、東海地震、東南海地震、南海地震の発生の可能性が高まりつつあるこ
とを受けて、平成 16 年 3 月に「三重県地震対策推進条例」を公布した。しかし、そ
の後も日本各地で頻発する地震による被害の発生や平成 21 年には伊勢湾台風から
50 年の節目の年を迎えることから、風水害を含めた災害全般に対して強い県土作り
のための条例へ改正を行った。主な改正点については以下の通りである。
・地震災害に風水害等を加えた自然災害全般への対応とした。
・防災対策を推進する各主体の責務や役割及び連携を明確にした。
・地震対策で構築した「自助」
「共助」の重要性を自然災害全般に継承していく。
・従来からの避難対策、医療救護体制などの重要課題に加えて、災害時要援護者
対策、孤立地区対策および心のケア対策などの新たな課題への取り組みを明文
化した。
●事例【広島市災害に強いまちづくりプラン】
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・広島市では、平成 17 年 3 月、
「災害に強いまちづくりプラン」を改訂した。このプ
ランは、市民と行政の連携のもと、中・長期的視点に立った理念や基本方針等及び
それらを具体化する各種事業を施策体系別にとりまとめた、災害予防、災害への事
前の備えを中心とした計画である。今回の改定では、震災対策に加え、風水害や都
市災害対策も対象とした。災害に強いまちづくりについては、
「災害に強い都市構造
の形成」、「災害に強い組織体制の整備」、「災害に強い市民活動の推進」の３つを柱
とし、平成 16～19 年度の 4 年間に取り組む各種事業を挙げている。
●事例【鳥取県「災害に強いまちづくり事業」】
・鳥取県では、鳥取県西部地震、兵庫県南部地震の教訓をもとに、県内４市（鳥取市、
倉吉市、米子市、境港市）が「災害に強いまちづくり事業」を行うのを支援した。
具体的には、安全な市街地整備、地区住民への防災啓発を促進するため、地域住民
の意見を取り入れながら、避難ルート上の橋りょうの危険度や木造住宅密集度等を
表示した地震ハザード（危険度）マップの作成や、災害に強いまちづくり計画の策
定を行った。
●事例【千葉県市原市緩衝緑地帯】
・市原緑地運動公園は、工場地帯や石油コンビナート等から発生する大気汚染、騒音、
振動、悪臭あるいは爆発火災等の公害や災害を防止するために設置された緩衝緑地
である。また、陸上競技場、野球場、テニスコート等の運動施設も整備されており、
日常時には市民の憩いの場となっている。
・名称：市原緑地運動公園（面積 426,709 ㎡）
●津波避難施設：三重県大紀町
施設名 錦タワー（三重県大紀町錦 354 番地の 1）
昭和 19 年の東南海地震の大津波により、錦地区では 64 名の死者が発生したため、
地形的に津波来襲の際には避難が困難と予想されている上に、子どもたちの通学路、
生活主要道路が走り、また、周囲に高台もないということから、避難施設が建設さ
れた。
●事例【国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱】
・東京都国分寺市では、市民団体が市と連携・協力して地区の防災まちづくりを推進
する枠組み制度として、昭和 55 年に「国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱」
を制定し、地域社会において協働の防災まちづくりを進めてきている。この制度は
地区の防災団体と市が協働して安全・安心な地域づくりに取り組むものであり、両
者の協力協定の締結によって開始される。昭和 55 年度に第 1 号地区が推進地区指定
されてから、現在までに 10 地区が協定を締結し、防災まちづくりが地域団体によっ
て取り組まれている。これは市域面積、人口の概ね 30％に及んでいる。なお、近い
将来に推進地区協定を予定する地区が数地区存在する。
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●事例【国分寺市高木町防災まちづくり推進地区】
・国分寺市高木町（約 1,000 世帯、約 2,700 人、面積約 35ha、住宅地区）は、昭和 56
年 2 月に市と「防災まちづくり推進地区」協定を結んで以来、地区内の実態調査、
防災診断地図の作成、まちづくりニュースの発行、防災計画書の作成など自治会の
防災部が中心となって取り組みながら、
『へいづくり憲章』の制定とブロック塀等重
量塀の改善活動、最寄りの農地を「災害時一時退避所」として設定、将来に向けた
『まちづくり宣言』の制定などによって地区内環境を自主的に改善しつつ、住民が
定期的に防災講習会を通じて技術修得や要援護者支援体制づくりなど、災害時の防
災活動体制の充実を図っている。
●事例【国分寺市泉町三丁目地区防災まちづくり推進地区】
・国分寺市泉町三丁目（約 1650 世帯、約 3300 人、面積 16.3ha、JR 駅南口住宅・商業
地区）では、地区内 10 自治会・管理組合が連合自治防災会を結成して、昭和 59 年
１月に市と「防災まちづくり推進地区」協定を結び、駅前再開発事業への取り組み
や防災活動体制の充実を図ってきている。利便性の高い再開発整備地区であり、計
画的に建設された中高層集合住宅が多いことから、大規模な延焼火災等の危険性は
低いが、個別被害の発生やライフラインの停止等による混乱が想定される。こうし
た点を踏まえて広範な住民の参加をえて各種の防災行事の継続的な開催、防災講習
会を通じた防災技術の普及、地区としての防災備蓄や多様なネットワークづくりの
充実を中心に活動を推進している。
●事例【横浜市瀬谷区：まちの防災知恵袋事業】
・横浜市瀬谷区では、「災害時要援護者支援事業」を平成 18 年度から進めている。本
事業は、まち歩きによる防災マップの作成、防災支えあいカードの普及、資材・労
力等防災資源の発掘・管理等とそれらの地域の知恵をまとめた「まちの防災知恵袋」
の作成を目的としている。地域での具体的な取組み方法は、自治会町内会を単位に、
一日（午前・午後２時間ずつ）を使って、午前中に本事業の説明、過去の災害の教
訓、まち歩きの方法等の講義を受けた後、１時間程度まち歩き（まちの点検）を実
施する。午後には、まち歩きを通じて気付いた災害時の被害イメージや防災資源に
ついて参加者全員で意見交換しながら、防災マップをまとめる。最後に、
「まちの防
災知恵袋作成の手引き」をもとに、地域における要援護者を支援するための課題や
方策について話し合う。この活動をきっかけに、将来的には平常時からのコミュニ
ケーションや関係づくりへと活動を展開していくことを目標としている。これまで
に区内 15 の自治会が実施している。
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第Ⅳ編．政策的な提言
（地域社会における連携・協働の防災まちづくり）
本編では、特に自治体あるいは地域社会の防災対策で、重要かつ停滞傾向にある防災対策
（施策）について、従来特段追求されてこなかった自治体と地域（市民）との連携・協働の
取り組みを通じて推進する防災（減災）政策の推進・方法について整理し、総合的な施策と
して提言する。
わが国では、地域社会における様々な防災課題（市民の生命・財産に直接影響を及ぼす災
害危険）に対して、これまで自治体と市民が共通の目標を設定し、協力共同して効果的に対
策を講じる防災政策はほとんど行われてこなかったし、そうした働きかけを市民側から行う
こともなかった。しかし、地域社会の防災課題はその多くが市民生活と深く係わり、また私
有財産と関係している。また、市民生活や私的財産は地域の中で周囲との強い関連性を持ち、
時々の価値観をもつ歴史的な背景がある。その限りにおいて社会的な存在であるが、一般に
行政諸制度は歴史性を軽視し、市民は個の私的性を優先することになることから、地域の『改
善』に向けて双方が容易に共通の目標と方法を共有し得ない。それゆえ地域社会の防災課題
は、地域的公益性（地域社会の安全安心）という共通観を基本に据えて具体的な目標を設定
し、自治体と市民とが連携して現実的な推進方法を検討し、協働して取り組む体制が地域社
会の改善と管理に必要となる。
以上の視点から、第Ⅲ編で整理した対策事項の方向性の中で、特に市民の生活圏における
防災課題については、自治体と市民（組織）が協働して取り組むことのできる地域体制を整
備すること、そのための社会環境づくりを進めることを中心として政策を提案する。
整理方法としては、先ず、
①災害から安全安心して生活のできる地域社会づくりの理念を明確にすること
②川崎市の「市民の生命、身体及び財産を災害から保護する」ために、地域社会におい
て取り組むべき重要な防災課題（事項）の概略を整理して目標を明確にすること
③地域社会での防災まちづくりの取り組みを通じて、縮小あるいは解消に近づけ、さら
に地域を安全に管理する「地域づくりを推進するための施策（仕組み）」を整理し、防
災コミュニティ活動を育て、発展させる上で必要な社会環境づくりを提言すること
これらに関しては、既に第Ⅲ編の中で個々あるいは部分的に必要性や方向性として提示し
てきたが、ここではこれらを全市的に展開させる施策として総合的に整理し、提示する。

Ⅳ－１．理念：
「地域社会における災害被害の軽減（減災）と安全安心協働社会の形成」
地域社会における様々な災害危険は、地域の形成や地域活動に係る行政、事業所、そし
て市民によって基本的にもたらされ、蓄積される。それゆえ、災害危険を縮小あるいは解
消し、また安全に管理して「安全安心な地域づくり」を推進するためには、行政（自治体
等）
、事業所（都市開発企業等）
、そして市民（地域住民組織）による取り組み、殊に各主
体の連携した取り組みが不可欠である。いわゆる地域社会に係る主体による協働の活動で
ある。
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しかしながら、行政や事業所は社会活動部門として明確な実態があり、地域社会への関
与についてもその内容を知ることが可能であるのに対し、市民の場合、地域社会の構成員
であるに拘わらず、その実態は多様かつ個別的であるため（地域的な意志が顕在化せず）
行政と事業所の「地域関与」が優越し、市民関与を実質的に小さくしている。
こうした現状の改革が必要であり、市民の地域への関与と行政・事業所との連携と協働
を通じて地域防災を推進すること重要となる。その意味から「地域社会における災害被害
の軽減（減災）と安全安心協働社会の形成」を全ての地域社会の防災理念に設定する。

・地域社会の防災まちづくり
イメージ

理念：安全安心な地域社会づくり

［個別関係法に基づく
市民生活と事業活動］
＋
[ 地域・地区の実状に
基づくルール・規範 ]

連携と協働の取り組み
地域環境の安全化と防災体制

→連携・協働

市民等（組織）
住民及び生活密着型
事業者

行

事業所

政

市役所・区役所
ときに県

広域的生産・流通
・販売企業等

図：地域（市民 s = 地域団体）
、行政、事業所が連携・協働の概念

（１）地域（市民 s = 地域団体）
、行政、事業所の連携・協働の要件
① 地域・地区におけるまちづくり組織の形成
地域社会で連携と協働の取り組みを推進するに当たり、最も大きな課題はほとんど
の地域に自立した有効な活動主体が存在しない、ということである。地域社会には町
会・自治会、集合住宅の管理組合等の地縁団体や特定の目的をもつ PTA、商店会、様々
な文化団体は存在するが、これらはそのまま包括的な地域づくり（を目指してはいな
いが）のできる力量と条件を備えた組織とはいえない。それゆえ、先ず地域づくりを
推進することのできる組織を形成することが必要である。
地域社会の生活課題について地域・地区（地域づくり組織）として市民が取り組め
る活動実態（組織的な主体）を形成する、という要件が協働社会の形成にとって不可
欠であり、こうした組織は、代議制による政府（自治体）と地域民主主義の保障を考
慮するならば、コミュニティを基礎とした地区規模の団体とより大きな地域意志を実
現できる地域規模の団体（連合組織、協議会等）による２層（地区・地域）構造によ
り構成されることが望ましい。そして、この場合の地域づくり組織は、行政や事業所
から自立していること、地域（居住者としての市民ｓ）を包含していることが原則と
なる。
② 地区（コミュニティ規模）の地域づくり組織の形成
地区規模の地域づくり団体は、地区の課題を共有し、地区意志（あるいは総意）の
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形成を可能にする組織である。地域づくりは課題の共有と意志の顕在化が基本となる
ことから、これを具体化できる組織が必要である。一般に、地域社会には自治会、町
会、管理組合などの地縁団体が存在する。しかし、これらの団体の多くは文化親睦活
動や警察・消防の広報活動あるいは共有する施設の維持あるいは管理が中心であり、
地域をよりよくするために地域が抱える課題を解決するための機能（地区課題の吸い
上げ、住民の合意形成、ルール作りや行政交渉等）を必ずしも持ち得ていない。
しかしながら、現状では地域づくりに係わる課題を地域意志に基づいて取り組むこ
とのできる組織は、地域を包括する地縁団体をおいて外になく、既存の地縁団体を生
活圏の管理（安全管理）や地域づくり（防災まちづくり）のできる自立した団体とし
て改革していくことが必要である。いうまでもなく、改革に担い手は地区住民自身で
ある。
③ 地区組織を構成母体とする地域づくり団体（地域協議会）の形成
地域協議会は、各地区の意志（総意）を地域レベルで調整し、より広範な地域総意
として行政あるいは事業者と協議し、連携・協働して地域づくりを推進する団体であ
る。地域協議会は一定範囲の地区組織を構成母体とすべきであり、その規模は自治体
による市民サービスや地域施設管理の範囲あるいは地域の成り立ちや自然条件などを
考慮して、地区組織（コミュニティ団体）相互で決定すべきである。
地域協議会の重要性は、行政の都市計画や地域福祉等の事務、公教育施策などが、
一般に既存の地区コミュニティを超える規模で推進されていること、これまで地区意
志の相互調整が機能していなかった（結果として地区の孤立や地区間の対立を招いた）
ことが地域づくりを停滞させてきたことにある。
なお、コミュニティ単位で取り組める生活課題への独自の地区活動については、地
域協議会が関与や拘束すべきではなく、むしろこれを支援し、協議会内の他地区に普
及する機能を果すべきである。

・市役所
地域づくり協議会

・区役所

例：小学校通学区、
地域福祉圏域など

自治会
Ａ

コミュニティ組織代表による構成

集合住
宅管理
組合

町会Ａ

町会Ｂ

自治会Ｂ

＊地域づくり組織は、自治会・町会等のコミュニティ単位とそれらの集合組織（協議会等）
で構成されることが望ましい

図

2 層の地域づくり組織のイメージ
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（２） 自治体と地域づくり市民組織の新たな段階
行政（自治体）は、都市計画やまちづくりに係る公共施設整備をはじめ、各種の行政施
策が地域社会の合意なしには具体化できず、合意形成に多大な時間と労力を要する。これ
は行政計画が地域総意を基本にして作成されたものでない事後承諾手続きであることに
よる。一方、様々な市民団体、民間組織からの提案型協働事業にみられるように、市民合
意が不要あるいは市民の合意形成事態を協働によって推進する（行政改革）時代へと移行
しつつある。そして、今日では一般化しつつある様々な形態の「市民参加」は、（市民の
地域指向とリタイア世代の急増など）近年の地域意志の顕在化傾向によって、一層の充実
が図られることが求められるようになっている。
こうした行政（自治体）施策・事業を取り巻く状況は、市民による地域まちづくり活動
それ自体の中に合意形成を組み込んで、総意としての計画や施策を練り上げることにより、
地域づくりを円滑に進める機能を果たすものと捉えることができる。
一方、公益事業者をはじめとする企業は、地域社会との相互関係を強めることにより事
業展開を図る傾向を強めている（市民向け生活講座の開催、小規模チェーン店の展開、地
場産品の扱い、地域行事への参加など）。こうした中で地域社会は意志を持ち得る団体と
して企業との連携と協働を進めると同時に、企業活動が地域の生活規範から逸脱しないよ
うに管理することが必要となっている。
ここで提案する「地域社会における連携・協働の防災まちづくり」は、そうした内容を
重視しつつ、地域社会の安全水準を一歩 1 歩着実に向上させるための新たな段階の地域づ
くり政策ということができる。
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Ⅳ－２．地域社会における災害被害を軽減するための重要事項
（地域において連携・協働によって取り組むことが可能な防災課題）
地域社会における防災対策上の重要事項（対策上の課題）について、被害の軽減目標を
設定し、対策の推進方法及び必要な手立て等について総合的に検討し整理する（提言）
川崎市においては、公共施設等（殊に建築物施設）の耐震化対策など防災対策は全国水
準から見て比較的よく進んでおり、近い将来ほぼ目標とする水準は達成できるものと思わ
れる。
これに対し、民間施設や地域社会に係わる対策は不十分といわざるを得ず、災害発生の
基盤ともいえるこうした分野の対策の強化、充実が指摘できることは、第Ⅱ編で見たとお
りである。したがって、地域社会における民間施設対策やそこでの防災活動体制等の強化
が今後の重要な対策課題であり、その重要事項及び内容は以下のように整理できる。
防災コミュニティ活動で取り組む事項と内容

（１）「地盤に係る安全対策の推進」への取り組み
地域社会は様々な自然条件の上に築かれている。川崎市においては軟弱地盤低地（液状化、
地震動の増幅・長周期化等）
、急傾斜地・盛土造成地等の住宅地が認められる。こうした問題
は個々の市民の対応では限界があり、また行政対応にも制約が多く効果的な対策を困難にし
ている。これらに関しては地盤の安全化（地盤改良等による安定化）
、土地利用の転換あるい
は土地利用の高密化の抑制などが基本的に必要となるが、既成市街地では高度の合意形成を
必要とする。こうした根本的対策も含め、被害の軽減を期待できる様々な技術的措置や応急
的対応も含め、自治体とコミュニティ組織とが長期・中期のそれぞれのコミュニティに可能
な方策について検討を開始する。

（２）住宅耐震補強対策等住いの安全化促進方策
① 「木造戸建住宅、集合住宅の耐震補強対策等の促進」への取り組み
現状における住宅耐震化対策（公的補助制度等）は、その成果は必ずしも十分とは
いえないが、住宅所有者を対象に、居住者の安全確保を目的として、所有者の任意に
委ねて実施されている。しかし、住宅の耐震化は居住者の安全確保と共に地域全体の
安全確保上からも必要であり、地域全体の課題として取り組むことが重要である。そ
こには地域公益上から所有者の責務であり、同時に社会的に支援されるべきである。
住宅の耐震化対策が地域社会あるいはコミュニティ全体の防災問題であるとの理
解は、防災コミュニティ活動におけるシミュレーションを通じて現実化し、市民（所
有者・管理者）の責任性と公的支援の妥当性が共有される。こうした基本的な現状認
識の下で耐震化の方法と公的支援の内容が地域社会と自治体の間で再検討されるべき
である。
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② 「住宅の安全確保に関する社会システム」のあり方と制度整備への取り組み
住宅の耐震化対策は、現時点で耐震性に欠ける住宅を対象に講じられている。しか
し、住宅は戸建であれ、共同住宅であれ市場経済活動の中で商品として供給されてい
る。また、人工の構造物であることから経年と共に老朽化と耐震性の劣化が避けられ
ない。こうした住宅の本質を踏まえ、自治体は所有者・居住者の総意に依拠して、将
来的に住宅の安全確保を担保できる社会システム（例えば、一定年数毎の耐震診断の
義務と公的補助）を整備していくことが必要である。
こうした地域社会の（住宅の）安全確保に係る社会制度づくりは、地域において自
治体と協働して防災コミュニティ活動に取り組むことにより、地域社会の側からその
あり方と内容を呈示することができる。

（３）「木造密集市街地の防災まちづくり」への取り組み
木造密集市街地では、狭隘な地区内道路、管理が不十分なまま長年利用されている
老朽住宅や共同住宅の立地、小規模宅地と建て詰まり、公園や緑地やオープンスペー
スなど公共施設の未整備などが一般的な地区の構造であり、施設面で災害危険の高い
地区を形成している。また、複雑な権利関係や経済的な事情から地区の急激な改変は
適切でない状況もみられる一方、概して人びとの繋がりが強く、いわゆるコミュニテ
ィの形成がみられるのが一般的である。
近年、木造密集地区は高齢化や集合住宅の進出などもあり、地区によりその内容や
住民構成は多様化しているが、基本的には地区の状況を踏まえ、時間をかけて防災ま
ちづくりに取り組む以外に改善は難しい。そして、地区の整備・改善に関しては予断
を持った特定事業の導入ではなく、自治体と地域組織が将来の地区像を構想し、その
ために必要な施設整備や方法を地域の中から生み出すプロセス、そして自治体による
公共施設整備と市民による施設改善への支援が必要となる。こうした取り組みは、自
立した強固なまちづくり組織と民主的な運営、自治体との連携・協働によって始めて
可能になる。

（４）「様々な生活関連施設の改善、安全管理」への取り組み
市民が生活する地域社会には不安定な重量塀（ブロック塀や石塀等）、傾斜地住宅
のよう壁、自販機や看板、高所の落下危険物（受水槽、窓ガラス等）等々の危険施設
が多数存在する。その多くは法等による設置規定があり、私有物件であることから所
有・管理者による改善が原則である。しかし、現実には規定外の設置が行われていた
り、適正な管理が行われていなかったりという状況が放置されている。件数も多く自
治体等の指導が行き届かないという事情もあることから、地域社会として安全に管理
していく以外に方法はないことから、地域組織が自治体と連携し、防災コミュニティ
活動を通じて設置や管理の重要性、必要性を普及していくことが必要である。

（５）「市民防災活動用の防災施設の充実」への取り組み
地域社会の生活環境を安全に改善していくことは最も効果的な減災対策であるが、
密集市街地対策や公共施設整備のように短期間では難しい課題、防災コミュニティ活
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動による普及が浸透しにくい課題も少なくない。こうした現状に対して地区の防災上
の弱点を踏まえ、被害の拡大を防ぐ応急的対策として消火水利、防災倉庫、非常用飲
料水や備蓄、コミュニティ活動拠点などを充実させていくことが重要である。
応急対策は事後の災害拡大を低減することが基本であることから、防災活動組織が
地区の災害危険の実態を踏まえて検討し、自治体への要請を含め、整備することが重
要である。こうした取り組みは自治体が画一的、一方的に行うものではなく、地域組
織の自主的な取り組みと自治体との連携によって進めるべきである。

（６）「室内の安全化対策の推進」への取り組み
屋内の防災対策、例えば、家具類の転倒落下防止、ガラスの飛散防止、火気使用場
の安全化などは極めて重要な震災対策であり、自治体をはじめ数十年間にわたり啓
発・普及が行われてきた。いうまでもなく、屋内対策は最も身近な防災であり（対策
が困難な場合を除き）原則家庭で行うべきであるが、実態は容易に普及していない現
状がある。その要因として既に多くが指摘されているが、そうした要因への対応や普
及しない社会的背景を含めての対処には至っていない。
家屋内の防災対策は実に多様であり、家庭状況によっても異なる。また、効果的な
措置を行うには知識と技術を必要とする。それゆえ家庭対策とはいえ、家庭単位では
困難な内容を持っている。こうした対策こそ情報や経験の交換、対策が困難な家庭へ
の支援など地域社会のコミュニティ活動として取り組むべきである。

（７）「市民防災活動態勢の整備・充実」への取り組み
地震災害は被害の形態が多様であり、また地域の構造や生活態様は日々変化してい
ることから、発生する災害の全てを予測し、未然に防ぐ対策に万全を期すことはほと
んど不可能といえる。それゆえ、地域社会としてはある程度の災害発生を想定し、被
災後の被害拡大を防止する応急対策の備え、特に組織的な防災活動の体制づくり進め
ておくことが重要になる。地域の防災活動体制については、既に自主防災組織が広く
組織されているが、これらは地区による格差が大きく、また地区全体のものとなって
いない、日常的な活動がほとんど行われていないなど、多くの課題が指摘され、その
活性化が課題とされている。したがって、防災まちづくり組織としては自主防災組織
の充実、災害時ボランティアの育成を含めて、救助救出、初期消火、避難所運営など
について地域協力活動が可能な体制を予め準備し、訓練等を重ねておくことが必要と
なる。殊に、災害時要援護者への支援（救護、避難、介護等）は、地域組織のみが可
能であることから、自治体と連携した地域組織の防災活動態勢の整備、またそのため
の資機材の充実は重要な取り組みとなる。
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Ⅳ－３．地域社会における協働の活動体制づくり
「１－（１）地域（市民 s = 地域団体）、行政、事業所の連携・協働の要件」で、基本
的な地域組織の構成について整理した。ここでは最も基礎的な地区の防災コミュニティ活
動組織の形成を制度的・事業的に担保するために自治体が整備すべき事項について整理を
行う。

（１）市と協働できる地域体制（防災まちづくりの推進組織）の形成
地域社会における市民組織が、自主的に地域の防災まちづくりに取り組み、また災
害時における必要な防災活動を実行できる体制を充実していく上で、行政側（自治体）
の環境整備と地域支援は欠かせない。特に、自治体が地域社会と協働するためには、
地域社会における主体（組織）の存在が前提となる。
従来、自治体は、地域における町会・自治会あるいは管理組合等の自主的な市民組
織に関しては、防災資機材の援助や運営費の補助などは行っても、活動内容に対して
の関与を避けてきた経緯がある。しかし、現実には自治体や防災機関による生活現場
の安全管理や様々な災害・事故への対処に限界があり、地域社会の側も組織的対応の
準備ができていない状況は異常と言える。
地域社会における行政（自治体）との関係は「個々の市民」との対応である。これ
は企業活動の場合も同様である。しかし、個別の施設や行為は防災上問題がなくても、
市民生活の現場ではそれらが集積し、相互関係が生じることにより災害危険化する場
合が少なくない。それゆえ、地域としては、生活現場における災害危険の実態から災
害危険の持込みや発生について行政あるいは企業と共に改善や管理について検討し、
それぞれの主体が対処する必要がある。
・市民防災組織の形成は、地域社会における自治体、企業との連携・協働を可能にする

自治体

企

業

自治体

企

業

将来
市民組織
地域における

防災コミュニティ活動

個々の市民
市民組織による
地域防災の連携と協働

①地域団体による「防災コミュニティ活動」を制度化する
市は、市内の各地区で市民（地域団体）が「防災コミュニティ活動」を推進できる
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制度を整備する必要がある。これは一定の基本要件を満たす地域団体を、地区を代表
する対象として市が認知できることを制度的に担保するもので、具体的には市との協
定締結や制度への加盟承認などの方法が考えられる。
基本要件としては、地域団体による防災コミュニティ活動が、地域的公益（防災＝
環境の安全改善と災害時防災活動）を目的とした活動組織であること、また、地域・
地区がまとまって取り組む体制にあること、などの基本的な要件を備えた市民団体（そ
れらを明記した会則を定めている）であれば、自治体は防災コミュニティ活動を支援
し、取組み事項によっては協働して推進できる旨の制度整備を行うことをもって、地
区を代表する団体として認定する形をとる。
② 区役所等において総合担当窓口を設置する
地域団体（ここでは防災コミュニティ活動を推進する組織）と対応できる総合窓口
を整備し、担当者を配置すると共に、行政内部局の調整機能を付与し、関係情報の提
供、市報・区報等の紙面利用など、地域団体が活動しやすい環境づくりを可能にする
など、組織機構面で条件を整える。
地域社会で防災コミュニティ活動を展開すると、行政内の各部局が扱う事務や事業
に関係せざるを得ない。中には部局間で相反する施策や支障となっている施策もあり、
そうした行政内部に地域団体が関与することは適切でない。そうした点からも総合窓
口を設置し、地域団体が対応し易い行政事務体制を整備することは極めて重要である。
③ 地域活動の「率先市民」を醸成する事業を開始する
地域でまちづくりに取り組む「率先市民」の存在なくして組織活動は不可能である。
ヒト（人材）は地域活動にとって最重要要件であり、かつ（地域防災に関して）基本
的な知識、考え方、技能を有したできるだけ多くの人材が必要である。現状の社会状
況でこうした市民の存在は稀なケースであり、一般的でない。さらに地域自身が「率
先市民」を育てることは、資料収集やプログラムの構成、資金などの面で容易ではな
い。こうした点を考えるならば自治体が人材養成事業として、例えば地域活動の「率
先市民養成講座」などの場を提供することが適切である。
なお、こうした事業を自治体が開始することへの懸念（行政に従順な市民を養成す
る、逆に“うるさい市民を育てる”など）もあろうが、プログラム作りや講座運営へ
の市民関与によって、こうした懸念は十分に払拭できる。
④ 地域社会における環境の安全改善及び防災活動体制づくりを支援する
実際に、地域団体が「防災コミュニティ活動」等への取り組みを始めると、当然の
こととして、生活現場の様々な災害危険の改善、あるいは組織的な防災活動に必要な
諸条件の整備、といった問題が浮き彫りになる。それらは市民自身が努力すべきであ
り、また可能なこと、行政が公共施設として整備・改善すべきこと、あるいは公益事
業者が検討・改善すべきことなどが明らかにされる。
こうした生活現場における諸対策について、単に所有者あるいは管理者に責任や改
善を帰するのではなく、その背景や公益性、実効性などに配慮して方策が考えられる
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べきである。そして、自治体としてそれらについての必要で合理的な支援制度の整備
が図られる必要がある。あるいは、事業者との交渉、自治体からの協力要請なども重
要になる。

（２）区の地域防災計画を市民（各協議会）の参加によって作成する
川崎市では地域防災計画についてそれぞれ各区版を作成している。川崎市は地域に
より自然条件や市街地の形態がさまざまに異なることから、市域全体の防災計画と共
に各区の防災計画において地域性を反映した実際的な内容の計画にすることは大きな
意味を持つ。しかし、現状の区版の地域防災計画をみる限り、各区の地域特性を反映
させ、またより具体化した計画内容になっているとは言い難い。
区版の防災計画では防災関係機関との連携と協力によって各種の防災活動を推進
することはいうまでもないが、地域社会における市民組織（現状でいえば自主防災組
織）と連携し、情報の収集、災害時の初動活動、避難所の運営等々の防災活動を実施
することは、被害を軽減する上で重要な要件となる。
今後、本編で提案する市民組織による防災コミュニティ活動並びに地区を母体とす
る地域づくり協議会などの団体が広範に組織されていけば、日常的な災害予防施策の
推進は言うまでもなく、災害時における地域防災活動の実施に関しては自治体のパー
トナーとして機能することが期待できる。従来、地域社会は防災上の「被災地」とし
ての位置づけであったが、活動能力を有した組織が形成されることにより、地域社会
の中に自治体と連携した活動拠点が形成できることなり、災害時の防災活動のあり方
が大きく前進する。こうした防災体制を展望し、将来は少なくとも区版の地域防災計
画の作成については、防災市民団体の参画を得て策定することが重要である。
防災対策の実施に市民の防災力が欠かせないように、基本となる計画策定に市民団
体が関与することは当然である。防災コミュニティ活動組織や防災協議会の形成は、
そうした災害時における防災活動のあり方や実施方法にとっても重要な転機と可能性
をもたらすことが期待できる。
以上の「地域社会における連携・協働の防災まちづくり」について、全体構成を整
理すると次頁に示す図のように表現できる。
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誰もが安全・安心に生活できる
地域社会

１目 標

２目標を実現する
ための社会形態

市民ｓ、行政、企業による
防災協働社会

行政
自治体

企業
事業所

＊両者の連携と
協働関係を示す
が、指導や規制な
ども含む。対象や
対策事項によっ
て多岐に及ぶ。

地域市民
活動団体
３連携・協働の仕組み
＜組織の結成と活動＞

地域まちづくり組織
〇災害危険の把握
〇地区防災課題の抽出
〇安全化の対策の整理
（環境改善と応急活動）
〇対策の実施活動
（事業、地区協定、計画づ
くり、啓発普及など）

〇行政・企業等への要請
（＊上記は活動の基本手順）

防災コミュニティ活動の
主

題

① 地盤の安全対策

自治体（市・区）

② 住宅の耐震改修
③ 木造密集市街地の安

●規制・抑制又は誘導

全化と備え

措置（開発、建築行為）

④ 生活関連施設の改善

●改善への誘導措置

⑤ 市民防災活動用施設

（補助制度、公益特例）

の充実
⑥ 室内の安全化対策推進
⑦ 市民組織による防災
活動態勢の整備・充実
〇 その他
（＊地区により異なる）

＜地域活動への対応＞

●事業等への支援制度
（調査、専門家派遣）
●行政による事業化
（改善の促進）
●専門情報の提供

◆率先市民（ヒト）の育成

学習の場

◆率先市民の醸成機会の提供

◆地域・地区活動組織の形成

協働協定

◆地域組織と協働協定の締結

図―「地域社会における連携・協働の防災まちづくり」の構成
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Ⅳ－４．モデル地区事業による先行的実施
地域社会において市民による防災コミュニティ活動を基礎として、地域団体が行政や事
業者と連携・協働し、総合的に防災まちづくりを推進する（生活現場における防災諸課題
を全体的又は選択的に取り組む）事業はあまり前例がないことから、自治体にとっては制
度づくりのみならず、実施の判断に戸惑うものと思われる。
こうした事業の場合、一気に全市的に展開する方法ではなく、モデル的に 1 地区あるい
は数地区において先行的に実施し、職員が新事業について経験を積むこと、同時に制度設
計のノウハウを見出す方法が考えられる。モデル地区事業の場合、特段に施設整備等の事
業に係る制度を準備する必要はなく、先ずは、簡単な要綱程度を準備してモデル地区と市
（又は区）とが協定を結び、「率先市民」の醸成事業と並行して、基本的な手順に沿って
防災コミュニティ活動を推進することになる。この場合必要となる要件は、専門家の助言
等が得られる環境を準備することである。
また、地域（モデル地区）組織としては、どのような組織形態が適切か、会の運営や費
用負担はどうあるべきか、あるいは活動上の課題は何か、といった市民活動に必要な基本
的な知識や技能、ポイントを体験を通じて学ぶことができ、それらは将来各地区で防災コ
ミュニティ活動に取り組まれる際にも活かすことが可能である。
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おわりにあたって
本調査は、川崎市をモデル地区として、当市の防災対策について具体的に実情、そこで
の課題、及び課題を踏まえた今後の方向性についての調査することによって、「自治体の
防災対策の方向」をより鮮明にすることを目的とした。概ね、初期の道筋に沿って検討す
ることができたものと考えているが、川崎市は巨大都市であることから防災対策も広範に
わたること、公表資料の不足、そして時間的な制約や力量不足といった問題もあって、対
策上の課題について背景分析、行政担当者や関係市民へのヒアリングあるいは対策全体に
まで及ばなかった点など、不十分な点が少なからず残ったことは否めない。
本調査を通じて明らかになった重要な防災課題（同時に、それらの多くは生活課題でも
あるが）として、地域社会における市民団体等と行政による連携・協働の「安全安心まち
づくり」の脆弱さがみられた。これは、いわゆる災害時における市民の防災活動を目的と
した自主防災組織に限定されるものではなく、防災対策全般に係わる問題として行政施策
と地域社会側とが噛み合っていないという課題である。
その結果として、行政施策（防災関係事業）が地域社会に普及しない、あるいはややも
すれば空回りしている状況がみられる。住宅の耐震化促進対策や木造密集市街地の改善、
傾斜地における崩壊防止対策などは、そうした傾向が見られる例である。
自治体の防災施策は単体公共施設整備等を除き、そのほとんどが地域社会と強い関わり
を持っている。したがって、地域社会との連携を抜きにして施策の実効性はほとんど期待
できない。しかし、現状では地域社会の側に自治体と連携できる主体（力量ある防災組織
あるいはコミュニティ団体）が必ずしも形成されているとはいえない。こうした場合、自
治体は地域（市民）が受け入れるか否かを吟味することなく、行政ベースによる施策を実
施に移し、行政としての形を整えようとする傾向にある。本編の第 3 章「川崎市における
防災対策の方針」で取り上げた「川崎市が直面する防災課題への対応方策」の内容は、ま
さにそうした地域社会との連携があって推進できる対策である。
そうした地域防災の重要課題に対して、自治体はどのように対応すべきかの提案として、
第Ⅳ編の「政策的な提言（地域社会における連携・協働の防災まちづくり）
」を整理した。
ここでの内容は、調査研究として相応しいとはいえないかもしれないが、地域における
（特に、生活圏対策の遅れが顕著であり、かつそれらの促進方策を見出していない状況の
中で）防災上の諸課題を推進するためには、不可欠な基盤整備と考え、提言することとし
た。
阪神・淡路大震災において明らかになった都市社会に係わる防災課題に対して、今日の
自治体の災害対応力は、社会経済面の環境変化もあり相対的低下している。こうした中で、
防災対策を推進するためには、行政事務全体の見直しと総合的な防災行政事務の確立、そ
して、何よりも市民・事業所による地域防災への関与が不可欠であり、協働社会の形成に
向けて共通の目標となる防災理念、そして具体化していくための枠組みづくりが必要とな
っている。

本調査の「その１」でも触れたが、都市社会では、木造密集市街地や老朽木賃アパート
による市街地、あるいは軟弱低地地区や危険な傾斜地や沢地などにおける無理な宅地造成、
また空地が少なく狭隘道路で形成された市街地などは基本的に災害の危険性が高い場所
であり、経済的理由からそこを離れられない階層が少なくない。災害はそうした地域で大
きな被害を発生させる。これらの人々は、明らか被災し易い場所への居住を余儀なくされ
ているという点において潜在的な“被災確度の高い住民”に外ならない。自治体が、こう
した日常的に危険な環境に住まざるを得ない潜在的な“被災確度の高い住民”への防災対
策を推進することは、都市全体の防災対策にとって極めて重要である。実は、都市住民の
大多数は多かれ少なかれそうした状況に置かれており、これの改善対策によって行政の防
災対策需要が大きく軽減できることを考えるならば、自治体防災の重要な分野といえる。
第Ⅳ編の提言は、そうした視点も含めて整理したものである。また、提言した地域社会
における枠組みづくり（社会基盤整備）はそれ自体が直接的対策ではないが、地域におい
て防災対策を展開する上で欠かせない社会資源（＝社会関係資本：ソーシャルキャピタル）
である。市民は、誰もが、可能ならば安全で安心して生活できる地域社会での生活を望ん
でいる。しかし、その方法と道すじについては地域組織を前提としない限り見えてこない。
また、自治体との連携・協働関係が担保されないかぎリ現実として受け止めない。自治体
が、個別の施策や事業としてではなく、防災対策上の政策（市政運営の主要施策）として
理念と構想を市民に提起し、体制と予算を伴った施策を講じていくならば、十分可能な『地
域社会における連携・協働の防災まちづくり』と確信し、提言させていただいた。
本調査で検討した地域防災対策の方向性が、川崎市は無論、各方面において活かされれ
ば幸いである。
最後に、今回 2 年間に及ぶ貴重な調査の機会を与えていただいた日本共産党川崎市議会
議員団の方々には、都市防災研究会を代表して厚く感謝と御礼を申し上げます。
平成 21 年 3 月 31 日
中村 八郎

