第２部 施策ごとの具体的計画
第２章 安全な都市づくりの実現

第２章 安全な都市づくりの実現
本章における対策の基本的考え方
○ 不燃化・耐震化等による地震に強いまちづくりの基本的考え方
地震による災害から一人でも多くの市民の生命及び貴重な財産を守り，震災時にも都
市機能を維持するためには，都市構造そのものの防災性を高めていくことが必要であ
る。
地震に強い都市づくりの実現に向けて，不燃化，耐震化などによる安全・安心な市街
地形成を推進していく。
本章では，施設や住宅の不燃化及び耐震化，出火・延焼の防止に向けた取組について
示す。
○ 現在の対策の状況
市ではこれまで，建築確認申請業務等を通じて，建築基準法の遵守による安全性の確
保に向けた指導や審査等の強化を図ると同時に，建築物の耐震化を進めており，平成24
年度までに市の主な公共建築物は耐震性を満たしており，特定建築物の耐震化率を
88.9％に高めてきた。
また，震災時における延焼防止のため，防火貯水槽等震災時水利の整備を行ってお
り，市内の充足率は平成30年度で93.1％となっている。
都市計画では，防火地域，準防火地域の指定を行っている。
○ 新たな被害想定を踏まえた課題
新たな被害想定では，多摩直下地震で，市内の建物崩壊棟数（全壊）は最大673棟，死
者数は最大45人，負傷者数は最大1,376人に達すると予想されている。これらの被害を軽
減するために，狭あい道路の解消や建築物の不燃化，オープンスペースの確保などの方
策を推進していく必要がある。
また，建築物の不燃化をさらに重層的に進める必要があるほか，延焼防止に向け，消
火活動困難地域の解消に向けた諸施策や的確な消防水利の整備を進める必要がある。
○ 主な対策の方向性と到達目標
・ 市街地の不燃化
→ ＜到達目標＞ 建築指導行政の一層の充実や延焼遮断帯の設置等で不燃領域率を
向上
・ 建築物の耐震化及び安全対策の促進
→ ＜到達目標＞ 各種建築物の耐震診断，耐震改修を促進。エレベーター閉じ込め
対策を強化
・ 延焼等の防止
→ ＜到達目標＞ 消防水利不足地域が解消され，震災時の火災による被害を最小限
に抑制
本章における対策の全体像は，次ページの体系図のとおり
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第２章 安全な都市

第１節 現在の到達状況

第２節 課題

○市の主な公共建築物は耐震性を満たしている。
○特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率87.0％（平成29年
度）
○住宅の耐震化率87.4％（令和元年度末）
○特定建築物の耐震化率88.9％（平成27年度末）
○都よる東京の液状化予測図見直し（平成25年３月）
○市内の震災時水利充足率93.1％（平成30年度）
○調布市と東京都水道局で「上水道における排水栓の取扱い
等に関する覚書」を締結（平成24年９月）

○消防活動や避難等の支障と
化地域の拡大，耐震不燃化
○公共施設の家具類の転倒・
策が必要
○東京の液状化予測図見直し
○消防水利の不足地域の解消
○住宅用火災警報器未設置の
○震災時に重機や物資を運ぶ
の早期耐震化と，市内建築

第４節 到達目標
○令和７年度までに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率100％
○消防水利不足地域の解消

第５節 具体的な取組
地震前の行動（予防対策）

地震直後の行動

安全な都市づくりの実現

安全に暮らせる都市づくり

消火・救助・

建築物の耐震化及び安全対策の促進

河川施設等の

液状化，長周期地震動への対策の強化

危険物等の応

出火，延焼等の防止
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づくりの実現

第３節 対策の方向性
なる狭あい道路の解消や不燃
推進が必要
落下・移動防止等の一層の対
に合わせ適切な対策が必要
解消が必要
特定緊急輸送道路沿道建築物
物の耐震化の促進が必要

○狭あい道路の整備や，公園・緑地の拡充，防災機能の向上
等を推進
○調布市耐震改修促進計画(平成29年３月改定)に基づき，特
定緊急輸送道路沿道建築物及び特定既存耐震不適格建築物
の耐震診断及び耐震改修等を促進，市内住宅の耐震化の促
進，エレベーター対策や家具類転倒・落下・移動防止等対
策の普及・啓発を推進
○東京都による液状化予測図見直しに合わせ，液状化対策を
推進
○地域の初期消火体制の強化と消防水利の充足率の向上

○住宅及び特定建築物の耐震化率を，令和２年度までに95％

（応急対策）

救急活動

地震後の行動（復旧対策）

公共の安全確保，施設の本来機能の回復

応急対策による二次災害防止

急措置による危険防止
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第１節 現在の到達状況
１ 市街地の不燃化（安全に暮らせる都市づくり）
平成29年に，東京都から「地震に関する地域危険度測定調査報告（第８回）」が示され，調
布市においても基盤整備がなされないまま，木造住宅等が密集した市街地において，震災時
の延焼火災の危険度が高い地域が存在している。
調布市の土地利用は，昭和30年の市政施行当時農地が970ha（構成比率43.5％），宅地は
326ha（14.6％）であったが，その後宅地面積は徐々に増加し，平成29年には1,178.7ha
（54.5％）となっている。
現在の土地利用は，京王線各駅周辺に商業立地が見られるとともに，国領駅から調布駅周辺
に中心市街地を形成している。その市街地の周囲には住宅地が立地し，無秩序な開発と新た
な開発が混在している。
市内の多くの地域で，人口が急増した時期に都市基盤が整備されることなく宅地に転用され
てきた。このため，幅員4メートル未満の狭あいな道路が多く，災害時の消防活動や避難等が
困難な状況にある。
一方で，平成24年8月に京王線調布駅付近連続立体交差事業により，京王線調布駅周辺の地
下化が完了し，18か所の踏切が除去され，市街地の安全性向上にも寄与している。
調布市は都心からの交通の便がよく，都心の受け皿として急速に宅地化が進行するとともに
土地の細分化が進んだ結果，地区によっては消防活動困難区域が拡大するなど，防災面で危
険な地域を増加させてきた。その後，平成7年4月に建築指導行政の移管を東京都から受け，
本市が確認申請業務を開始したことにより，的確な状況把握が可能となり，指導や審査等の
強化が図られることとなった。
オープンスペースとしての公園緑地は，神代植物公園，野川公園，武蔵野の森公園，多摩川
緑地が大きな面積を占め，野川の北側，はけ下には崖線樹林地が広がっている。
また，農地は深大寺，佐須，布田の周辺に広域に残されており，多くは生産緑地の指定を受
け緑地機能を有している。
２ 建築物の耐震化及び安全対策
発災時に重要となる施設を中心に耐震化を進め，安全・安心な都市づくりを促進している。
また，建築物の安全対策を促進している。
○ 市の主な公共建築物は耐震性を満たしている。
○ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率 87.0％（平成29年度）
○ 住宅の耐震化率 87.4％（令和元年度末）
○ 特定建築物の耐震化率 88.9％（平成27年度末）
（「調布市耐震改修促進計画」平成29年３月改定）
（「調布市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」令和２年３月更新）
○ 家具類の固定などの転倒・落下防止実施率
家具が倒れたり移動しないよう固定している 57.7％
（調布市市民意識調査報告書・令和２年３月）
３ 液状化対策の強化
平成25年３月に東京都から新たな東京の液状化予測図が公表された。現在，調布市では，液
状化危険性の高い地域は存在しないとされているが，最新の情報に基づいた適切な対応を行
っていく。
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４ 延焼等の防止
東京消防庁，都，市において防火水槽等震災時水利の整備を行っている。
また，都市計画において，防火地域，準防火地域の指定を行っている。
○ 市内における震災時水利の充足率 93.1％（平成30年度）
○ 調布市と東京都水道局による「上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書」締結
（平成24年９月）
○ 防火地域の指定状況は，下表のとおり。
【地域地区（用途地域，防火地域）の指定状況】
建ペイ率
（％）
第１種低層
住居専用地域
小

住居系

小
計
第２種中高層
住居専用地域
小
計
第１種住居地域
小
計
第２種住居地域
小
計
準住居地域
小
計
近隣商業地域

商業系
工業系
計

50
60
60

100
150
200

60

200

約73.6
約78.7
約870.4
約128.8
約1,151.5
約26.7
約34.8
約294.5
約356.0

60

200

60

200

60

200

80
80

200
300

80
80
80

400
500
600

60

200

約45.1

2.2

約45.1

約45.1
約123.8
約123.8
約11.3
約11.3
約39.7
約39.7
約44.6
約52.7
約97.3
約25.5
約14.0
約2.2
約41.7

2.2
6.0
6.0
0.6
0.6
1.9
1.9
2.2
2.6
4.8
1.2
0.7
0.1
2.0

約45.1
約123.8
約123.8
約11.3
約11.3
約39.8
約39.8
約44.6
約52.7
約97.3

約181.6

8.9

約181.6

約181.6

8.9

約2,048.0 ha

100.0％

約181.6
約983.6
約41.7
約1,025.3 ha

計

準工業地域
小

50
60
80
100

計

商業地域
小

30
30
40
50

面積
（ha）

計

第１種中高層
住居専用地域

小

容積率
(％）

（令和２年3月31日現在）
防火地域（ha）
構成
（％）
準防火
防 火
3.6
3.8
約128.8
42.5
6.3
56.2 約128.8
1.3
約26.7
1.7
約34.8
14.4 約294.5
17.4 約356.0

計
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第２節 課題
【調布市の被害想定】（出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書）
（多摩直下地震（Ｍ7.3））
被害項目
想定される被害（調布市）
建物倒壊棟数（全壊）
673棟
うちゆれ
656棟
うち液状化
4棟
うち急傾斜地崩壊
12棟
建物焼失棟数
339棟
焼失率0.8％
死者数
45人
うちゆれ，液状化，建物被害
40人
うち急傾斜地崩壊
1人
うち火災
3人
うちブロック塀・屋外落下物等
1人
うち屋内収容物（参考値）
3人
負傷者数 （( )内はうち重症者数）
1,376 (110)人
うちゆれ，液状化，建物被害
1,347 ( 99)人
うち急傾斜地崩壊
1 ( 1)人
うち火災
5 ( 1)人
うちブロック塀・屋外落下物等
24 ( 9)人
うち屋内収容物（参考値）
70 ( 16)人
閉込めにつながりうるエレベーター停止台数
46台
幅員13ｍ未満の道路の閉塞
51.5％
（閉塞率15％以上の地域） （多摩全域の値）

備考

①

②

多摩

※上表は，被害数が最大のケースで示している。（①冬18時 風速８ｍ/秒，②冬５時 風速８ｍ/秒）
※小数点以下の四捨五入により，合計値は合わないことがある。

【その他の被害・複合災害】
被害項目
長周期地震動による影響
建物被害
急傾斜地崩壊による被害
出火，延焼

想定される被害
建物の損傷，家具の転倒，什器類の移動等
本震で脆弱となった建物が余震で倒壊するなどの被害増加
地盤の緩み等が生じている場合で，その後の集中豪雨等によ
る斜面崩壊等の被害増大
復電による通電火災，道路の閉塞による避難困難等

１ 市街地の不燃化（安全に暮らせる都市づくり）に向けた課題
調布市の市街地は，首都東京の拡大・成長に伴い，急激な住宅及び宅地開発により形成され
てきた。道路，公園等の都市基盤が未整備であり，防災面で課題を抱えた市街地も多い。近
年の大震災を教訓として，地域特性にあわせた市街地の再整備を行い，防災機能の向上を図
ることが求められている。
地域に応じた生活機能と産業機能の調和や，用途によって利便性の高い快適な秩序ある都市
環境を実現するため，合理的で適正な土地利用の方針を定める必要がある。
現状の市街地では，幅員４メートル未満の道路が多く，災害時の消防活動や避難等が困難な
状況にある。これら狭あい道路の解消が必要である。
また，建築物の不燃化を促進し，地震等による被害の軽減を図るため，不燃化地域の拡大と
防災上必要な公共施設の耐震不燃化を推進する必要がある。
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木造住宅が密集している市街地は，地震による家屋の倒壊や，火災の延焼による被害の危険
性をはらむため，住宅の耐久性，耐火性の確保が重要である。
さらに，避難路かつ救援活動を支える道路，避難所となる学校等の都市施設の安全性を確保
する必要がある。
同時に，震災時に避難者の安全な避難場所及び火災の延焼防止のための空間となり，また，
復旧・復興の際には，応急仮設住宅建設用地等となるオープンスペースを，様々な方策によ
り確保する必要がある。
２ 建築物の耐震化，安全対策の課題
建築物の耐震化は進んでいるが，調布市耐震改修促進計画に定める目標を達成するため，重
層的に施策を講じていく必要がある。
建築物の耐震性を向上させることとともに，強いゆれに備え，家具類の転倒・落下・移動防
止等安全対策の一層の推進が必要である。
３ 液状化対策の課題
東京の液状化予測図見直しにあわせて，適切な対策を講じる必要がある。
４ 出火，延焼等の防止に向けた課題
平成24年４月発表の東京都による被害想定では，多摩直下型地震が発生した場合，調布市で
は，最大339棟が焼失すると予想されている。
また，建物倒壊等による道路閉塞，がれきの散乱，地盤の液状化等により，常備消防による
消火活動が困難な地域が生じる可能性がある。
したがって，災害時に延焼拡大の危険性が高い地域を中心に，的確な消防水利の整備を進め，
震災時に使用可能な消火栓や，河川の堰止め，プールや池等のあらゆる水利を活用して地域
の消火用水を確保する必要があるとともに，住宅用火災警報器の全室設置，緊急輸送道路沿
道の耐震化などを促進する必要がある。
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第３節 対策の方向性
１ 市街地の不燃化（安全に暮らせる都市づくり）
大地震により同時多発火災が発生しても，大火への拡大を抑制し避難や有効な消火活動が行
い得るように，市街地の基礎的安全性の確保を達成することを目標に，災害に強い都市基盤
の整備を目指す。市街地の再整備，都市計画の防災機能の向上など，種々の都市基盤を整備
する。このため，市において事業を推進するとともに，広域的施設等の整備について，国・
都に事業の促進を要請する。
市の都市計画，道路等の関連部署が連携し，建築指導行政の一層の充実を図る。特に不燃化
を進めるため，延焼を防止する延焼遮断帯を設けるなど，適正な用途地域の指定に努める。
さらに，狭あい道路の整備を推進する。
また，調布市都市計画マスタープラン（平成26年度改定）との整合を図り，具体的な施策の
展開を図る。調布市都市計画マスタープランに示された将来都市像「住み続けたい緑につつ
まれるまち調布」の実現に向け，市民の参加と協働によるまちづくりを推進するため，地域
カルテや防災アセスメントの作成を行い，まちづくり計画検討の資料として提供する。

図３－１ 将来都市構造図
（出典：調布市都市計画マスタープラン 平成26年9月）
また，公園・緑地の拡充や防災機能を高めるとともに，農地の保全等を行い，市街化が進行
しオープンスペースの減少が見込まれる地域に公園等を確保し防災活動の拠点としての利用
を図る。
- 84 -

第２部 施策ごとの具体的計画
第２章 安全な都市づくりの実現
第４節 到達目標

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進
調布市耐震改修促進計画(平成29年３月改定)に基づき，地震発生時に閉塞を防ぐべき道路で
ある特定緊急輸送道路沿道建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断，耐震改修等を
促進する。特に耐震補強が必要なマンションの耐震診断等への助成及び積極的な意識啓発を
行うことにより耐震化を促進する。
また，エレベーター対策を強化するとともに，家具類の転倒・落下・移動防止等対策の重要
性について普及・啓発を図る。
３ 液状化対策
液状化予測図の東京都による見直しにあわせて，市民に情報提供を行い，液状化対策を推進
する。
４ 延焼等の防止
地震火災等に対し，関係機関及び市民が対応すべき対策のうち，被害の軽減・防止に直接つ
ながるものを重点に取り組む。
市及び各機関は，地震時の出火防止策，初期消火体制の強化のための消火器，消防用設備，
消火資機材等の適正な設置，消防活動体制の整備強化を進めるとともに，危険物施設，高圧
ガス，毒物・劇物等取扱施設等の安全化，危険物等の輸送の安全化の措置を講ずる。

第４節 到達目標
１ 建築物の耐震化及び安全対策の促進
○ 特定緊急輸送道路沿道建築物 100％（令和７年度まで）
○ 住宅 95％（令和２年度まで），令和７年度末に耐震性が不十分な住宅をおおむね解消
することを目標とする。
○ 特定建築物 95％（令和２年度まで）とし，令和７年度末の目標は調布市耐震改修促進
計画次回改定時に定める。
２ 液状化対策
液状化予測図の見直し（東京都，平成24年度），「建築物における液状化対策の指針」の作
成（東京都，平成24年度）を受けて，建築物の安全性確保等の対策を検討・推進する。
３ 延焼等の防止
消防水利不足地域を解消し，震災時における火災による被害を最小限に抑制する。
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第５節 具体的な取組

【予防対策】（地震前の行動）
１ 安全に暮らせる都市づくり
２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進

３ 液状化，長周期地震動への対策の強化
４ 出火，延焼等の防止

１ 安全に暮らせる都市づくり
１－１ 地域特性に応じた防災都市づくり
(1) 災害につよい都市基盤の整備
（総務部・生活文化スポーツ部・環境部・都市整備部）
ア オープンスペースの確保
(ｱ) 現況及び事業計画
市内には，大規模な都立公園として神代植物公園，野川公園，武蔵野の森公園があり，
河川を含む多摩川緑地等とともに，広域公園・緑地として利用されている。
また，中小規模の公遊園等は，市内全域に配置されているが，民有地の借上げ等の問
題があり，将来に残すオープンスペースとして計画的な公有化や長期継続借地の方策を
検討するとともに，防災機能をもつ公園の新設について平成23年３月に改定した調布市
緑の基本計画などにもとづき展開していく。
(ｲ) 公園・緑地
公園・緑地とも，憩い，コミュニティ，レクリエーションの場としての役割や震災時
の避難場所，火災時の延焼防止機能の役割が大きいことから，「調布市基本計画」や
「環境基本計画」，「緑の基本計画」に基づき，水と緑の保全と創出，育成に努めると
ともに，都市公園等の新設や既設公園の整備に努め，安全で快適な空間の確保に努める。
また，生垣の新設及びブロック塀の生垣化による改良費補助や管理費に対しての助成
を行い，災害発生時の避難路の安全性の向上，緑の保全・育成に努める。
(ｳ) 農地の保全
市街化区域内農地は，良好な環境確保のほか，防災上火災発生時の延焼防止や，地震
発生後の一時待機場所や被災者への生鮮食料品の供給等多くの役割を担うことから，農
業振興を図りつつ生産緑地として保全していく。
【生産緑地の指定】
指定年度
平成４年10月26日
市告示第166号

令和２年３月末現在
418地区
115.63㏊

平成27年度～令和５年度計画
都市農業の推進，
農地の保全等

(ｴ) 調布基地跡地（留保地）土地利用計画の策定
調布基地跡地内に所在し，約６haを有する国有地である留保地について，スポーツ・
防災公園としての活用をめざし，市民福祉の向上に資するため，土地利用計画を策定し，
活用を図る。
防災公園は，災害時に物資の荷分け・搬送，ボランティア活動，帰宅困難者対応，備
蓄等を行う防災拠点として活用することを前提に整備を行う。
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イ 防災ネットワークの形成
都市の防災機能を高めるため，公園，未利用地，農地，河川など様々な空間を活用する
とともに，避難所施設の耐震化や備蓄倉庫，貯水槽を整備して，震災時の防災拠点として
の機能を向上させ，これらの防災拠点が連携し，迅速な救援・復興活動ができるよう防災
ネットワークを形成する。
また，公園・緑地を整備するとともに，延焼を抑制するため，ブロック塀を生垣へ転換
することなどにより緑の防災ネットワークを形成する。
(2) 地域の特性に応じた市街地の整備
（都市整備部）
ア 生活道路の整備，狭あい道路の拡幅整備等
(ｱ) 生活道路の整備
調布市道路網計画に基づき，歩行者などの交通を重視し，安全性の確保のほか，防災
性，快適性，コミュニティ機能などの向上のため，生活道路の整備に努める。
(ｲ) 狭あい道路の拡幅整備
幅員４メートル未満の狭あい道路については，災害時における避難路機能の充実のた
め拡幅整備を行う。
(ｳ) 橋りょうの点検整備
市で管理している橋りょうは，長寿命化修繕計画に基づく予防保全の管理方針のもと，
安全点検調査を実施しながら補強等を実施し，安全の確保に努める。
(ｴ) 道路管理
市が管理する道路及び附属施設については，平常時からの点検・補修の強化に努め，
道路陥没等の事故を未然に防ぐとともに，応急処理体制の強化を図る。
イ 住宅環境の整備
(ｱ) 住宅及び住環境整備の誘導
住宅マスタープランに基づき，少子高齢社会への対応や住宅の質の向上を図るため，
高齢者・障害者・子育て世帯などへの住宅の確保対策等や，既存の個人住宅や集合住宅
の長寿命化や再建築等について，計画的・重点的・総合的な対応を行い，用途地域制度
による土地利用の誘導や道路整備等と連動して住環境整備に努める。
(ｲ) 老朽賃貸住宅の建替え誘導
木造賃貸住宅が密集している地域における老朽木造住宅については，防災上の観点か
ら，耐震診断等を実施するとともに，建替え誘導を行う。
(ｳ) 市営住宅の長寿命化への取組と住宅供給
ａ 市営住宅の維持保全
既存の市営住宅を有効に活用して，安全・安心で快適な住まいを長期にわたって
確保するため，予防保全的な観点からの計画的な修繕や改善を実施し，長期的な維持
保全に努める。
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ｂ 新たな住宅供給の構築
少子高齢社会への対応や住宅の質の向上を図るため，多様な住宅の供給を推
進するとともに，既存の市営住宅ストックの公平かつ的確な運用を行いながら，
特に住宅の確保に配慮しなければならない高齢者・障害者・子育て世帯などへの
住宅の提供について，具体的な仕組みづくりを構築する。
ウ 安全な市街地の整備と再開発
(ｱ) 市街地再開発事業による整備
市街地再開発事業は，駅周辺の無秩序に乱立した密集市街地を，土地の一体的高度利
用や，駅前を整備することにより，災害に強く，商業環境・住環境ともに安全で快適な
生活環境を形成するまちづくりの事業である。
(ｲ) 土地区画整理事業による整備
土地区画整理事業は，道路や公園等の公共施設を一体的に整備するとともに，土地の
形状を整えることにより，合理的な土地利用の促進を図り，安全で快適な生活環境の形
成を進めるまちづくりの事業である。
(ｳ) その他の整備予定地区
家屋等の密集や都市基盤施設が脆弱で，地域の防災性や利便性の向上など生活環境の
改善が必要とされる地区では，これらの面的整備事業を含めた市街地整備の検討，推進
を図る。
エ 防火地域等の指定
不燃化による延焼防止を図るため，延焼遮断帯を設けるなど，都市計画上の地域地区で
ある防火地域の指定の拡大・拡充に努める。
オ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
特定緊急輸送道路沿道建築物について，都や関係団体と連携して耐震化を促進する。
(3) 消防活動の円滑化方策
（総務部・都市整備部・調布消防署）
市は，調布消防署と協力して，消防活動を円滑に進めるための以下の方策を検討し，推進
する。
○ 消防水利不足地域及び避難場所等のための水利の確保
○ 道路ネットワークの確立及び広幅員道路の整備
○ 延焼遮断帯等焼け止まり線の確保
○ 消防部隊集結等を考慮したオープンスペースの確保
○ 調布消防署及び消防団施設充実強化のための用地確保
また，地域防災力の向上方策として以下の方策を検討し，推進する。
○ 消防団，災害時支援ボランティア，住民等が訓練に活用できる防災訓練施設，資機
（器）材格納庫等の確保 など
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１－２ 河川施設等の整備
（都市整備部・都・国土交通省）
河川の耐震性を向上させ，浸水被害等を防ぐ。
１－３ 崖・擁壁・ブロック塀の安全対策
（総務部・都市整備部・環境部）
都市化の進展に伴い，災害発生の要因となるおそれのある崖や急斜面にも宅地化の波が押
し寄せて，住宅地となることが多くなってきた。
また，近年の大規模地震においても，ブロック塀等が倒壊し，災害要因としての危険性が
注目された。
本来，崖・擁壁・ブロック塀等の安全管理は，それぞれの所有者や管理者が行うべきもの
である。そのため，平素から市では法律や都の条例による基準，方針に基づき，安全のため
の規制や指導を強化していくとともに，市民や事業所の理解と協力を得ながら崩壊防止工事
の実施や生垣への転換に対して，助成を行うなどできる限りの安全対策を進めていく。
また，市は，これらに関するハザードマップの整備等の情報提供を行うとともに，警戒避
難時の避難方法について周知を図っていく。
(1) 崖（ハケ）・擁壁等の安全化
（都市整備部）
市には，武蔵野段丘と立川段丘の間の野川の浸食によって形成した高さ10ｍ～20ｍの斜面
地（ハケ）があり，国分寺崖線と呼ばれている。また，立川段丘と多摩川沖積地の間には，
布田崖線（ハケ）が連続している。特に国分寺崖線の深大寺元町から佐須町，若葉町を経由
して入間町に至る間は，宅地造成工事規制区域に指定されており，都市計画法（昭和43 年
法律第100号）及び宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき，崖・擁壁の指導，
監督を行う（東京都で実施）。
宅地造成工事規制区域以外においても崖地に建築物や擁壁等を設ける場合，建築基準法
（昭和25年法律第201号）及び東京都建築安全条例に基づき，防災上の見地から指導を行う。
また既設の危険な崖・擁壁の所有者や管理者に対して，宅地の保全や災害の防止のための必
要な措置をとるよう指導を行う。
【宅地造成工事規制区域の指定現況】
（令和２年３月現在）
宅地造成工事規制区域の指定現況

121.6 ha

(2) 急傾斜地等の安全化
（都・総務部・都市整備部）
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき，傾斜角が30度以上，高さ５ｍ以
上で想定被害区域に５戸以上の人家が存在するなどの一定の要件を満たすものを東京都が急
傾斜地崩壊危険箇所と指定し，そのうち危険度の高いものから，急傾斜地崩壊危険区域に指
定して崩壊防止工事を行っている。現在調布市内では急傾斜地崩壊危険区域は指定されてい
ない。
また，東京都は，「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」
に基づき，令和元年９月に調布市内全域の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指
定を行った。
市は，当該区域における警戒避難体制の整備などソフト対策を推進，調布市土砂災害ハザ
ードマップ（令和２年９月改訂）による情報提供を行うとともに，警戒避難時の避難方法に
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ついて周知徹底を図る。さらに，当該区域内に所在する要配慮者利用施設に対し，利用者の
円滑な避難誘導が可能となるよう，避難確保計画の作成や避難訓練の実施を促す。
(3) ブロック塀等の安全化
（都市整備部）
近年の大規模地震では，多くのブロック塀，石積み，万年塀等が倒壊し，被害の増加の要
因となった例がある。市では建築物防災週間や建築確認時等の機会を捉えて，ブロック塀の
倒壊による危険性や対策の必要性について啓発し，改善指導を行う。
(4) 生け垣化等の推進
（環境部）
地震時のブロック塀や万年塀等のコンクリート塀の倒壊による被害を防止するため，生垣
への転換を推進するとともに，建築物の新設に際しても生垣等の安全施設の設置が望まれる。
このため，公共施設の接道部緑化を進めるほか，市が行う民間生垣助成「調布市生垣等設
置に関する補助金交付要綱」（昭和63年７月25日要綱第32号）の積極的な活用が図られるよ
う努める。
２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進
２－１ 建築物の耐震化の促進
（総務部・都市整備部）
ア 公共施設・住宅等の耐震性の向上
市は，調布市耐震改修促進計画（平成29年３月改定）に基づき，次のとおり公共施設・
住宅等の耐震性の向上に努める。
(ｱ) 民間建築物の耐震診断は，所有者，使用者の自主的判断と自覚に負うところが大きい
ため，市報ちょうふ，調布ＦＭ，ケーブルテレビ及び各種催し物を通じて耐震診断・改
修の必要性のＰＲに努める。
(ｲ) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）に基づく特定既存耐
震不適格建築物（多数の人が利用する建築物で一定規模以上のもの）の所有者に対して，
当該建築物の耐震改修を実施するように指導及び助言を行い，必要に応じて耐震改修実
施の指示を行う。
(ｳ) 市で実施している昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅を対象とした木造住宅
耐震化促進事業のＰＲに努めて耐震診断・改修を促進する。この耐震診断に基づき耐震
改修工事が必要とされ，改修を行う際に一定の条件を満たせば，費用の一部を助成する。
(ｴ) 東京都及び住宅金融支援機構で実施している個人住宅の耐震改修工事を実施する場合
の融資制度のＰＲに努める。
イ 木造住宅等の防災性の向上
木造及び簡易耐火構造の市営住宅を中層化耐火構造住宅に建て替えるとともに，空間
の確保に努める。
市は，特定行政庁業務として，建築物の新築・増築等について，建築物の位置，構造
及び設備等が建築基準法（昭和25年法律第201号），同関係法令及び消防関係法令の防災
関係諸規定に適合するように窓口及び現場における指導を実施し災害防止に寄与する。
建築物に対して，法令に基づく立入り検査を実施し，災害予防についての指導に当た
り，防災設備（防火排水施設，消防用防火設備等，防火設備，避難施設，避雷設備等）を
関係法令に基づき設置，維持管理するよう推進する。
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ウ 木造住宅密集地域の防災性の向上
木造住宅密集地域については，市民や事業所へ木造住宅における防災対策についての
指導・啓発を徹底すること，生活道路等の整備とあわせ，不燃化・耐震化を促進すること
により，防災性の確保を図る。
２－２ 高層建築物等における安全対策
（総務部・調布消防署）
高層建築物については，消防上の見地から収容人員が多く，建物が高いことなどから，地
震時の避難及び消防活動に困難が予想される。
このため，市は，建築基準法に基づく完了検査や特殊建築物等定期報告制度等を通じた高
層建築物の安全性確保を図る。
また，調布消防署は，高層建築物等の新築等に際して，関係者に対し，下記の防災安全対策
を講じるよう指導する。
ア 高層建築物等の新築等に際して，関係者に対し，次の安全対策を講じるように指導する。
(ｱ) 高層の建築物の防火安全対策
(ｲ) 乾式工法を用いた防火区画等の煙等の漏えい防止対策（100m以上の高層建築物を対象
とした安全対策）
(ｳ) 大規模建築物群等の消防アクセス確保対策
(ｴ) 鉄道ターミナル駅に係る防火安全対策
イ 関係事業所に対し次の対策を指導する。
(ｱ) 火災予防対策
ａ 火気使用設備器具の安全化及び出火防止対策の推進
ｂ 火気使用場所の環境整備及び可燃性物品の転倒・落下・移動防止措置
ｃ 内装材料，家具調度品，装飾物品の不燃化
ｄ 消火設備，防火区画等の機能確保による延焼拡大防止対策の推進
(ｲ) 避難対策（混乱防止対策）
ａ 避難施設の適正な維持管理及び避難通路の確保
ｂ ビルの防災センターからの迅速な緊急放送体制の整備
ｃ ショーケース，看板等の転倒・落下・移動防止
ｄ 事前指定した避難誘導員の周知や訓練指導者の育成
ｅ 避難口，避難階段を明示した館内図の掲示や施設利用者に対する災害発生時の行動
要領の周知徹底
ｆ 警報設備，避難設備の機能保持による避難対策の推進
(ｳ) 防火・防災管理対策
ａ 従業員に対する消防計画の周知徹底
ｂ 管理権原者が複数の建物における管理責任区分及び共同防火管理に関する協議事項
の徹底
ｃ ビル防災センターの機能強化及び要員教育の徹底
ｄ 救出・救護知識の普及及び必要な資器材の整備
ｅ 防災管理業務及び防火管理業務従事者を対象とした実務講習等による教育
ｆ 実践的かつ定期的な訓練の実施
(ｴ) 消防活動対策
消防活動上必要な施設，設備等の機能保持による消防活動対策の推進
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２－３ エレベーター対策
（総務部・都市整備部）
過去の震災では，多くのエレベーターで閉じ込めが発生し，復旧に多くの時間を要した。
そこで，震災時におけるエレベーター閉じ込めの防止及び早期救出の体制を確立するととも
に，エレベーター復旧を円滑に行うための体制を構築するため，以下の対策を実施する。
(1) エレベーターの閉じ込め防止機能の向上
（総務部）
市は，防災拠点となる市役所等市施設，要配慮者を収容する福祉施設，救出救助の拠点と
なる警察署や消防署，大規模集客施設について，優先的にエレベーターの閉じ込め防止装置
の設置を推進し，安全性を向上させる。
また，他の施設についても，必要に応じて優先順位を決め，順次，エレベーターの閉じ込
め防止装置の設置を進め，安全性の向上を図る。
【エレベーター閉じ込め防止装置】
装 置 名

機

能

リスタート運転機能

地震で停止装置が働いて緊急停止した場合に，自動
で安全を確認しエレベーターを作動させることによ
り，閉じ込めを防止する機能

停電時自動着床装置

停電時に，エレベーターを最寄り階に着床させるの
に必要な電力を供給する装置

Ｐ波感知型地震時管制運転装置

主要動(Ｓ波)が到達する前に，初期微動(Ｐ波)を感
知することにより，安全にエレベーターを最寄り階
に着床させ，ドアを開放する装置

(2) エレベーター閉じ込め防止装置の設置の促進
（総務部・都市整備部）
市は，都及び一般社団法人日本エレベーター協会に協力し，民間施設のエレベーター閉じ
込め防止装置や，エレベーターの閉じ込めの有無をエレベーター保守管理会社がただちに把
握するための遠隔監視装置等の設置を促進する。
(3) 早期復旧体制の構築
（総務部）
地震で停止装置の作動や故障により多くのエレベーターが停止し，ビルやマンションの機
能が麻痺することが予想されるが，エレベーターを点検し運転を再開するための保守要員
は限られている。このため，１ビルにつき１台のエレベーターを復旧することを原則とし，
できるだけ多くのマンションやビルの機能の回復を早期に図ることが必要である。
市は，都や一般社団法人日本エレベーター協会などと協力して，「１ビル１台」ルールの
徹底をエレベーター保守管理会社に要請するとともに，広く市民・事業者等に普及啓発す
る。
自動診断仮復旧システムについては，今後の開発状況を見ながら，市施設への設置を検討
していく。
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２－４ 落下物，家具類の転倒・落下・移動の防止
（都市整備部・環境部・市各部・調布消防署）
平成７年に発生した阪神・淡路大震災等では，都市の密集化に起因した，窓ガラス及びビ
ル外装材等の落下による被害の発生があり，これらの「落下物」の対策の充実が必要となっ
た。
落下物に対しては，建築基準法，屋外広告物法（昭和24年法律第189号），東京都屋外広告
物条例（昭和24年東京都条例第100号），東京都震災予防条例によるほか，高さ31ｍを超える
建築物については，屋外に面する帳壁について具体的な技術基準（昭和46年建設省告示）を
制定し，安全化を図っている。
さらに，昭和53年の宮城県沖地震を機に，国は，３階以上の建築物の屋根ふき材，外装材
及び屋外に面する帳壁などについての規制を拡大した（昭和53年建設省告示）。
既存建築物の窓ガラス及び屋外広告物についての安全化対策，並びに市内各所に設置され
危険性の増加が懸念される自動販売機等の転倒・移動防止対策や，住宅の家具類の転倒・落
下・移動の防止対策を講ずる。
また，住民が飼養している危険動物が震災時の建物倒壊により逃げ出し，人に危害を加え
るおそれがあるため，その防止対策についても定める。
(1) 窓ガラス等の落下物の安全化
（都市整備部）
窓ガラス等の落下防止対策は，地震時等の人身災害を未然に防止することになるとともに
避難時の障害物防止にもなる。
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第39条では，建築物の外壁や広告塔の落下防
止について規定しているが，昭和46年１月29日建設省告示第109号による技術基準では，特
に窓ガラス等の落下防止の観点から，「はめ込み式ガラス窓」については硬質性のシーリ
ング材を用いて設置しないこと，外壁に使用する石，タイル材の取り付け方法等の具体的
な技術基準が規定されている。
落下のおそれのある大規模空間の天井，外壁タイル，はめ殺し窓ガラスについて，建築物
防災週間や建築基準法に基づく定期報告制度等の機会を捉えて，建築物の所有者に対し，
改善指導を行っていく。
(2) 屋外広告物に対する規制
（環境部・都市整備部）
地震の際，広告塔及び看板等の屋外広告物が脱落して被害をもたらすことが予想されるこ
とから，市と東京都は東京都屋外広告物条例及び道路法に基づき，表示者等に対して，設置
の許可申請及び設置後の維持管理の指導を行う。
(3) 自動販売機の転倒防止
（都市整備部）
道路際に接して設置している自動販売機は，地震によりその場で倒れるよりも，前面道路
に滑り出して倒壊することが多いといわれている。
自動販売機が倒壊すると，人体に対する危険のほかに地震発生後の消防活動や避難者の避
難路を遮断するなどの通行障害になることも予想される。
このことから，市は，日本工業規格として制定されている「自動販売機の据置基準」等に
基づき必要な措置を講ずるよう指導するほか，道路上に「はみ出し」自動販売機があるこ
とで，道路の有効幅員を狭め通行阻害要因とならないよう，引き続き積極的にパトロール
を強化するとともに指導監督に当たる。
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(4) 家具類の転倒等防止対策
（市各部・調布消防署）
市は，保有施設におけるオフィス家具類の転倒・落下移動防止対策の実施状況調査を行い，
結果を公表するなどして防止対策を推進する。
市は，広報，ホームページ及び出前講座等を通じて転倒防止対策の普及・啓発を図る。高
齢者や障害者がいる世帯を中心に，家具類の固定器具の配布や取りつけなどの支援制度の設
置検討など，家具類転倒・落下・移動防止器具取りつけ事業を推進する。
これら転倒・落下・移動防止とともに，耐震診断・耐震改修など震災対策全般の相談窓口
を設けるなど，市民の利便性向上を図る。
調布消防署は， 次により転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発を図る。
・家具類の転倒・移動・防止対策に係る普及啓発用資料の作成及び普及啓発イベント，講
習会の実施等による普及・啓発
・関係機関，関係団体等と連携した家具類の転倒・落下・移動防止対策の周知
・映像など多様な手法を活用し，家具類の転倒・落下・移動防止に向けた普及啓発
２－５ 文化財施設の安全対策
（教育部・調布消防署）
(1) 文化財施設の防災点検
市は，市内に所在する文化財のリストを整備し，所有者又は管理者に対し，定期的な消防
機関への通報，消火，重要物件の搬出，避難誘導等の総合訓練等の防災訓練の実施，消防用
設備及び防災設備等の点検・整備，文化財防災点検表の作成を促進する。
点検内容(主要項目)
○ 文化財周辺の整備・点検
・文化財の定期的な見回り・点検
・文化財周辺環境の整理・整頓
○ 防災体制の整備
・防災計画の作成
・巡視規則や要項の作成等
○ 防災知識の啓発
・国，都道府県等が主催する文化財の防災に関する講習会等への参加
・ポスターの掲示，防災訓練への参加の呼びかけ
○ 防災訓練の実施
○ 防災設備の整備と点検
・外観点検，機能点検，総合点検，代替措置の整備
○ 緊急時の体制整備
・消防機関への円滑な通報体制の確立，隣者の応援体制，文化財防災点検表による定期的
な自主点検
(2) 博物館等の収蔵品等の落下・転倒防止
市は，郷土博物館等における収蔵品や展示品等の落下・転倒を防止するため，収蔵棚や展
示ケース，固定具等の耐震化・免震化など，より安全な保管・展示方法への改善を図る。
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３ 液状化，長周期地震動への対策の強化
３－１ 液状化対策の強化
(1) 対策内容と役割分担
（総務部・都市整備部）
液状化の被害の発生を見据え，インフラ施設等の液状化対策，市民への情報提供など，適
切な対策を講じる。
【液状化対策内容】
機関名
特定行政庁である市
指定確認検査機関
都
都都市整備局
都建設局
都港湾局

対策内容
・液状化のおそれのある地域において，建築物の設計者等に対
し的確な対策を講じるよう促す
・公共建築物に対する液状化対策
・「液状化による建物被害に備えるための手引」（平成25年３
月28日作成）の周知・啓発
・既存の地盤調査データ，対策工法などの情報提供
・「東京の液状化予測図」を見直し，都民に情報提供

(2) 取組内容
（総務部・環境部・都市整備部・都水道局・都下水道局）
市は，「東京の液状化予測図」の東京都による見直しにあわせ，以下のような対策を検討
する。
ア 液状化のおそれのある地域における建築物等の安全確保
特定行政庁である市及び指定確認検査機関は，木造住宅などの建築物について，液状化
のおそれがある地域において，建築確認審査などの機会を捉え，建築物の設計者などに対
して，的確な対策を講じるよう促していく。
液状化のおそれのある地域における建築物を対象とした対策工法などについて情報提供
するとともに，建築確認審査等を通じて液状化対策の指導の充実を図る。
液状化のおそれのある地域に公共建物等の工事をする際，液状化対策として建物自体を
強化する方法，地盤を改良する方法などを採用し，公共建築物の液状化対策を促進する。
また，大規模な開発を行う場合，関係者との連絡・調整について考慮する。
イ インフラ施設等の液状化対策
東日本大震災を踏まえた液状化対策として，都水道局による水道管路の耐震継手管への
交換や，市環境部による下水マンホールの浮上抑制対策の推進などが進められている。
市，都の管理道路の液状化対策として，震災時に道路上の障害物除去及び応急復旧等を
担う事業者を確保するため，応急対策や早期復旧に資する災害対応力を強化するなど，緊
急輸送道路等の通行が迅速に確保できる体制を強化し，ソフト面からも道路の震災対策を
図る。
ウ 液状化に係る情報提供
市は，都が作成する「液状化による建物被害に備えるための手引」を踏まえ，既存の地
盤調査データ，地盤調査の実施方法，対策の工法などについて，市民に情報提供する。
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３－２ 長周期地震動対策の強化
（総務部・都市整備部・調布消防署）
超高層建築物等における長周期地震動対策を推進するとともに，危険物等施設における被害
の防止や室内の安全確保を図る。
(1) 建築物所有者等の対策の推進
超高層建築物については，建築士や建設業の団体等に対して，国の対策の内容が周知され
るが，市は都と連携して，建物の特性に適した補強方法の事例や家具転倒・落下・移動防止
対策などについて，建物所有者等に対し情報提供する。
(2) 危険物施設における被害の防止
調布消防署は，長周期地震の影響を受けやすい屋外タンク貯蔵所を耐震基準に適合させる
とともに，適正な維持・管理により安全性の確保を図る。
(3) 室内の安全確保
市は調布消防署と連携し，長周期地震動の危険性や，家具等の転倒・落下・移動防止措置
等の重要性について広く市民や事業者に周知し，高層階における室内安全対策を促進する。
(4) 長周期地震動に関する情報を活用するための普及・啓発活動の推進
東京管区気象台において，長周期地震動の影響を受けやすい高層ビルの管理者や住民等を
ターゲットとして，関係機関や地方公共団体等と協力し，長周期地震動に関する情報の普
及・啓発活動の取組を推進し，長周期地震動やとるべき防災行動の理解促進，長周期地震動
階級の周知，利活用方法の検証等が行われている。
４ 出火，延焼等の防止
４－１ 消防水利の整備，防火安全対策
(1) 地震火災等の防止
（総務部・調布消防署・調布警察署）
地震時には，直接的な振動によって起こる建物倒壊等や同時多発火災による被害が予想さ
れる。関東大震災以降，東京都内の建物や施設は大きく改良され不燃化や耐震性の向上がな
されてきたが，必ずしも十分な状態ではない。
現在の都市では，都市ガス，プロパンガス，石油ストーブ等の普及に加え，危険物，薬品
等による出火原因の増加，木造密集市街地の拡大，空地などのオープンスペースの減少など
により，関東大震災時と異なった出火及び延焼の危険性が増加している。
地震被害の増加防止には，出火の防止と地震火災による延焼拡大防止が肝要である。
ア 火気使用設備，器具等の安全化（調布消防署）
東京都火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）に基づき電気火災の防止に向けた普
及啓発の推進，火気使用設備の固定等その他各種の安全装置を含めた火気使用設備，器具
の点検，整備についても指導の徹底を図る。
イ 電気設備等の安全対策の強化（調布消防署）
変電設備や自家発電設備等を有する事業所等は，火災予防条例により出火防止，延焼防
止のための規制がなされ，維持管理についても熟練者による点検・整備を義務付けられて
いる。
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また，これらの設備は，産業や生活等の基礎となるライフラインの一つとしても重要な
位置を占めている。
このため，各電気設備の耐震化及び不燃化をさらに強力に指導するとともに，関係各機
関で検討されている安全対策基準の作成に積極的に関与し，その検討結果に基づく対策の
推進を図るなど，出火防止等の安全対策を強化する。
ウ 電気器具からの出火防止
地震時の電気器具や配線からの出火を防止するために，信頼性の高い安全装置（感震機
能付住宅用分電盤等）の設置を指導する。
エ 出火防止のための査察指導
大地震が発生した場合に人命危険が憂慮される飲食店，百貨店等の防火対象物及び工場，
作業場等で多量の火気を使用する対象物に対し重点的に立入検査を実施し，火気使用設備，
器具等の固定，当該設備，器具への可燃物の転倒，落下防止措置や発災時における従業員
の対応要領等について指導するとともに，地震後の出火防止対策についても指導する。
また，危険物施設等についても立入検査を実施し，適正な貯蔵所取扱い及び出火危険排
除のための安全対策について指導を強化する。
さらに，各事業所に対して東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を確
認し，作成していない事業所に対しては計画の作成を指導する。
オ 住民指導の強化（総務部・調布消防署）
各家庭において，平素から出火や火災の拡大防止対策として，住宅用火災警報器をはじ
め住宅用防災機器等の普及を推進するとともに，防火防災診断等，市民一人ひとりの出火
防止に関する知識及び地震に対する備えなどの防災指導を行うことで地震時の出火防止等
を徹底する。
また，実践的な防災訓練による防災行動力の向上を図る。
(ｱ) 出火防止等に関する備えの主な指導事項
・ 住宅用火災警報器の普及（全戸，全部屋への設置）
・ 消火器の設置，風呂水の汲み置きやバケツの備えなど消火準備の徹底
・ 耐震自動消火装置付火気器具の点検，整備及びガス漏れ警報器，漏電しゃ断器など
出火を防ぐための安全な機器の普及
・ 家具類，家電製品等の転倒・落下・移動防止の徹底
・ 火を使う場所の不燃化及び整理整頓の徹底
・ カーテンなどへの防炎品の普及
・ 灯油など危険物の安全管理の徹底
・ 防災訓練への参加
・ 感震ブレーカーの設置
(ｲ) 出火防止等に関する教育・訓練の主な指導事項
・ 起震車等を活用した「出火防止体験訓練」の推進
・ 「地震 その時10のポイント」の徹底
・ 「地震に対する10の備え」の普及・啓発
・ 避難等により自宅を離れる場合，電気ブレーカー及びガス元栓のしゃ断確認などの
出火防止の徹底
・ ライフラインの機能停止に伴う，火気使用形態の変化に対応した出火防止の徹底
・ ライフラインの復旧時における電気，ガス器具等からの出火防止の徹底
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資料編 ３：地震 そのとき10のポイント
資料編 ４：地震に対する10の備え
(2) 初期消火体制の強化
（総務部・都市整備部・調布消防署）
ア 街頭消火器の設置（総務部・都市整備部・調布消防署）
市では，約100ｍ～150ｍ間隔に街頭消火器の配備を進めており，令和２年３月末現在，
787本の消火器を配備している。これらの消火器は，年１回の定期保守点検を行い，不良
箇所の発見，簡易な補修等を行っている。
消防署では，震災時に予測される同時多発火災に対し，被害を最小限に防止するため，
初期消火訓練の積極的な実施を自治会，防災市民組織等に働きかけ，技術指導に努めてい
るが，今後も計画的にこれを推進する。
イ 消防用設備等の適正化（調布消防署）
防火対象物に設置される消防用設備等は，地震時にも十分にその機能を発揮し，発生し
た火災を初期に消火できるよう，耐震措置の実施を指導する。
ウ 初期消火資器材の普及（総務部）
家庭や事業所等における初期消火資器材の普及を図る。
さらに，高齢化社会の進展に伴い，簡単に使用できる住宅用消火器等の各種資器材の
普及を図る。
エ 住宅用火災警報器の設置の継続（総務部・調布消防署）
東京都火災予防条例で義務付けられた，住宅用火災警報器の設置を継続する。
オ 市民・事業所の自主防災体制の強化（総務部・調布消防署）
(ｱ) 市民の防災行動力の向上
市民が自信をもって災害に対応できるよう，初歩から段階的に体験できるような市民
一般を対象とした基礎訓練，都民防災教育センター（防災館）の体験コーナー等を活用
した訓練体験を推進する。
また，防災市民組織等を対象とした高度で実践的な訓練を推進する。
さらに，地域の協力体制づくりを進め，要配慮者を含めた地域ぐるみの防災行動力の
向上を図る。
(ｲ) 事業所の自主防災体制の強化
市内すべての事業所に対する事業所防災計画の作成を指導する。あわせて各種訓練や
指導等を通じて，自衛消防隊の活動能力の充実・強化を図る。
また，事業所相互間の協力体制の強化や市民防災組織等との連携を深めるとともに，
保有する資器材を整備した地域との協力体制づくりを推進する。
(3) 消防活動体制の整備強化
（総務部・都市整備部・調布消防署）
ア 常備消防力の現状（調布消防署）
市内の常備消防力は，東京消防庁のもとに，消防署１署，出張所３所，消防職員227人
（令和２年12月現在）を擁し，ポンプ車，化学車，はしご車，水難救助車等24台を配備し
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て災害に備えている。
消防署では，地震等により多発する救助活動や消火活動に迅速に対応するため，地震被
害に対応した各種震災消防計画を策定し，救助用資器材を各署所に配置し，ポンプ隊を
「救助隊」として運用しており，有事即応体制の確立を図っている。
また，令和元年12月より本署は新庁舎にて業務を開始し，訓練塔の整備，太陽光発電や
災害時に活用できる井戸の設置等，非常時の防災拠点としての機能を増強している。
【消防車両の配備状況】
ポンプ車
化学車
７台
１台

はしご車
１台

救急車
４台

その他
11台

合
計
24台

イ 消防団体制の強化（総務部）
災害時における消防団活動の強化のため，無線機の配置等による情報連絡体制の向上，
消防団器具置場の耐震･不燃化，防火衣等の機能向上，消防ポンプ車の更新・装備の充実
に努めていく。
ウ 消防水利の整備等（総務部・都市整備部）
消防水利には消火栓・防火貯水槽のほか河川・池などの自然水利があるが，市は国の
定める「消防水利の基準」に沿った消防水利の整備促進を行っている。しかし，過去の震
災等の経験によれば，これらの消防水利のうち消火栓は水道本管の破損等により，その機
能が著しく低下するおそれがある。
このため，震災対策としての消防水利について市では耐震性貯水槽の整備に努めてき
た。現在は主として調布市防火水槽設置基準により事業者等に事業規模や地域の水利状況
に応じた貯水槽（40ｔあるいは100ｔ）の設置の要望を行っている。引き続き，あらゆる
水源の有効活用を図り，消防水利の確保に当たる。
また，自主防災組織等が活用しやすいよう防火水槽の鉄蓋の整備を推進する。
【水利現況】
総
数
消火栓
2,774
1,982

防火水槽
665

受水槽
26

プール
42

令和２年４月現在
私設貯水池 河川・池
5
14

※河川・池以外は私設分を含む。

エ 消防活動路等の確保（都市整備部・調布警察署）
震災時には，道路周辺の建物や塀，電柱等の工作物の倒壊，道路の陥没等により消防車
両等が通行できなくなることが予測される。
このため，消防活動路を確保するため，次の対策を推進し消防活動の確保を図る。
・ 消防力の整備とあわせ，道路障害物除去用特殊資機材の検討や民間から借り上げた
特殊車両等の運行技能者の養成を図る。
・ 消防活動に必要な幹線的道路の拡幅，道路ネットワークの整備，狭あいな道路の整
備，Ｕ字溝等の暗きょ化，架空電線の地中化，コーナー部分の隅きりの整備などを関
係機関と検討するとともに，震災消防活動が効果的に行えるよう交通規制や道路障害
物除去等について警察署との連携体制を継続するなど，消防活動路の確保に努める。
オ 消火活動が困難な地域への対策（総務部・都市整備部・調布消防署）
震災時には，道路の狭あいに加え，住宅の倒壊等により消防活動が著しく阻害される区
域が発生することが予想される。
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このため，道路の拡幅，消防水利の充実，消防隊用可搬ポンプ等の活用，消防団装備及
び体制の充実等の施策を推進するとともに，消火活動の阻害要因の把握及び分析並びに延
焼火災に関する調査研究結果を活用し，防災都市づくり事業に対して消防活動の立場から
意見を反映させ，消火活動が困難な地域の解消に努める。
４－２ 危険物施設，高圧ガス，毒物・劇物等取扱施設等の安全化
危険物等施設については，耐震性などの安全を確保するとともに，防災訓練の積極的な実
施に努めなければならない。
(1) 石油等，危険物施設の安全化
（調布消防署）
危険物施設は，出火のみならず延焼の拡大要因となるため，従来から査察や業界に対する
集合教育等により，安全化を進めてきた。
今後も，これらの施設の耐震性の強化の指導，自主防災体制の整備，防災資機（器）材の
整備促進，立入検査の強化などにより出火防止，流出防止対策の推進を図る。
準特定屋外タンク貯蔵所に対しては，耐震性能の技術基準への早期適合を推進するととも
に，災害時における施設，設備に対する応急措置等について事業所指導を徹底し，保安管
理体制の充実，強化を図る。
製造所，特定屋外タンク貯蔵所，給油取扱所(営業用)及び化学反応工程を有する一般取扱
所等に対しても立入検査等を実施し，適正な貯蔵取扱い及び出火危険排除のための安全対
策について指導する。
震災時の安全性の確保のため，東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を
確認し，未作成の場合は作成を指導する。
大規模危険物施設は，消防法等に基づき，自衛消防組織の結成を指導するとともに，「東
京危険物災害相互応援協議会」を組織し，相互に効果的な応援活動を行うこととしており，
その訓練を定期的に行う。
市内の危険物施設は，貯蔵所及び取扱所があり，次の表のとおりである。
【危険物施設の現況】
区

平成29年７月25日現在
分

施 設 数

屋内貯蔵所
貯
蔵
所

取
扱
所

23

屋外タンク貯蔵所

2

屋内タンク貯蔵所

5

地下タンク貯蔵所

46

移動タンク貯蔵所

3

給油取扱所

26

販売取扱所

4

一般取扱所

30

合

計

139

(2) 高圧ガス保管施設等の安全化
（都環境局）
高圧ガス施設は，高圧ガス保安法の規制改正により義務付けられた「施設の耐震設計基準」
により耐震性の強化を促進する。
既存の高圧ガス施設については，施設の点検と調査を継続して実施し，今後とも関係機関
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との緊密な連携をとって以下の対策を中心に防災対策を推進する。
○ 随時立入検査を実施し，施設の適正な維持管理や安全性確保に努める。
○ 関係業界への自主保安意識の高揚と保安管理体制の充実を図るための啓発活動を行う。
○ 高圧ガス施設の安全性確保について，実態把握及び課題抽出を行い，これを踏まえた検
討を行う。
○ 都環境局，東京都高圧ガス地域防災協議会や加盟事業所，関係機関等は協力して，年１
回基礎訓練，総合訓練等を実施する。
また，施設を設置する際には法令に基づく基準への適合状況を審査するとともに，許可対
象事業者が定める危害予防規程の届出を受理し，設置時の完成検査を実施するとともに定期
的な保安検査を行う。
○ 市内の高圧ガス貯蔵所
市内には，７か所の高圧ガス貯蔵施設が所在する。
資料編 ５：市内の高圧ガス貯蔵施設
(3) 毒物・劇物保管施設の安全化
（都福祉保健局・事業者）
都福祉保健局は，所管する毒物・劇物許可及び届出施設への立入検査を実施するほか，講
習会等を開催し，危害防止規定等の作成状況確認，安全化指導，保守管理の徹底，事故発生
時の対応措置や定期的防災訓練の実施等を指導する。
事業者は，事故を防止するための体制をあらかじめ整備する。
（都福祉保健局）
○ 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づく平常時の監視の際，登録時施設
の維持に努めさせるとともに，毒物劇物保有量に応じた貯蔵設備を講ずるよう指導する。
○ 毒物劇物の事故等により，周辺住民の生命及び保健衛生上の危害を生ずる恐れがあると
きは，ただちに最寄りの 警察署，消防署，保健所へ連絡することを徹底する。
○ 毒物劇物による緊急事態の発生通報を受けたときは，速やかに関係機関に連絡するとと
もに，防災上適切な措置を講ずるべき体制を確立する。
○ シアン化合物の業務上取り扱い者に対して，貯蔵等取り扱いを重点的に指導する。
○ 業務上取扱者に対し，毒物劇物の保管設備について耐震性を考慮した防災上適切な措置
を講ずるよう指導する。
４－３ 危険物等の輸送の安全化
（調布消防署）
タンクローリーについては，立入検査を適宜実施して，構造，設備等を法令基準に適合させ
るとともに，当該基準が維持されるよう指導を強化する。
「危険物の運搬又は移送中における事故時の措置・連絡用資料（イエローカード）」の車
両積載を確認し，活用の推進を図る。
（調布警察署）
危険物等を運搬する車両の通行路線を検討し，整備する。
危険物等の運搬車両の路上点検を行い，指導取り締まりを推進する。
関係機関等の連絡通報体制を確立する。
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【応急対策】（地震直後の行動）
１ 消火・救助・救急活動
２ 河川施設等の応急対策による二次災害防止

３ 危険物等の応急措置による危険防止

【主な機関の応急復旧活動】
機関名

発災

1h

24h

初動態勢の確立期

即時対応期

72h
復旧対応期

○避難勧告又は指示
○道路施設の被害状況の把握
○交通規制等の措置
○迂回道路の選定
○パトロールの実施
市民への広報活動
市

○応急復旧措置
○都及び消防署への報告
○仮排水作業の実施
○応急危険度判定の実施
○社会福祉施設の応急復旧
○学校施設の応急復旧
○文化施設・社会教育施設の応急復旧
○所管施設の応急復旧
○文化財施設の保全

調布消防署

○震災消防活動の実施
○災害情報の収集
○関係機関への応援要請
○緊急時の避難勧告・指示
○救出・救護活動

調布警察署

○関係機関への連絡通報
○危険区域への車両の交通規制
○避難路の確保及び避難誘導
○救出・救助活動
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機関名

発災

1h

初動態勢の確立期

24h
即時対応期

関東東北産業
保安監督部

○危険物等輸送車両の緊急措置命令の発令

多摩府中
保健所

○毒物・劇物取扱事業者に対する
応急措置実施の指示

都環境局

○所管施設に関する緊急措置命令の発令
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１ 消火・救助・救急活動
（市各部・各施設管理者）
災害発生後は，迅速・的確な消火活動を実施するとともに，被災者の救助・救急活動を実施
する。
※消火・救助・救急活動については，「第２部第１章第５節 具体的な取組＜応急対策＞
P.74～75」及び「第２部第４章第５節 具体的な取組＜応急対策＞３ P.183～201」を参
照のこと
２ 河川施設等の応急対策による二次災害防止
２－１ 河川施設の応急対策
（市各部・各施設管理者）
地震により堤防・護岸施設といった河川施設が破壊・損壊等の被害を受けた場合には，施設
の応急・復旧に努めるとともに，排水に全力を尽くし，二次災害を防止する。
※河川施設の応急対策については，「第２部第３章第５節 具体的な取組＜応急対策＞３
P.147～148」を参照のこと
２－２ 社会公共施設等の応急対策
(1) 社会公共施設等の応急危険度判定
（都市整備部・各施設管理者）
社会公共施設等について，余震等による倒壊，部材の落下等から生じる二次災害を防止す
るため，早期に被害状況を調査し，使用できるかどうかを応急的に判定する。
【社会公共施設等の応急危険度判定内容】
判定対象建築物

内

容

市立の
公共建築物

市は，その所管する公共建築物が被災した場合，必要に応じて応急
危険度判定を実施する。応急危険度判定技術者の不足など，その所管
する公共建築物の判定が困難な場合，他団体（他行政庁，民間団体）
への協力要請や，都災害対策本部に判定実施の支援を要請する。

上記以外の
社会公共施設

社会公共施設の管理者は，その所管する社会公共施設が被災した場
合，必要に応じて施設内外を点検し，施設使用の可否の判定をする。
判定が困難な場合は，都又は市に判定実施の支援を要請する。
市災害対策本部は，各社会公共施設の管理者から判定実施の支援要
請があった場合は，公共建築物に準じて，社会公共施設の判定を実施
する。

(2) 社会公共施設等の応急対策
ア 社会福祉施設等
（各施設管理者・福祉健康部）
社会福祉施設の責任者は，被災後速やかに施設内外を点検し，落下・倒壊等の危険箇所
の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い，安全を確保する。
施設の責任者は，利用者の状況，職員の状況，施設建物の被害状況を把握し，必要に応
じ施設の応急計画を策定する。
施設独自での復旧が困難である場合は，福祉健康部等の関係機関に連絡し支援を要請す
る。
震災の被害を受けなかった施設の責任者は，援助を必要とする施設の責任者に積極的に
協力し，入所者の安全を確保する。
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イ 学校施設・児童福祉施設等
（各施設管理者・教育部・子ども生活部・教育委員会）
児童・生徒等の安全確保を図るため，各施設の震災対策マニュアル等に基づいて行動す
る。
また，自衛消防隊を編成して役割分担に基づき行動し，緊急時には関係機関へ通報して
臨機の措置を講ずる。
避難所になった場合は，避難者の健康と安全の確保に努めるとともに，余震や火災予防
についても十分な措置をとる。
学校施設の応急修理を迅速に実施する。
ウ 文化財施設
（各施設管理者・教育部・教育委員会）
文化財に被害が発生した場合には，その所有者又は管理者はただちに被害の拡大防止に
努める。
また，文化財に被害が発した場合には，被災状況を速やかに調査し，市教育委員会を経
由して，その結果を都教育委員会及び文化庁長官に報告する。
関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため，協力して応急措置を講ずる。
エ 市立文化施設・社会教育施設
（各施設管理者・総務部）
市立文化施設・社会教育施設の利用者等は不特定多数であり，利用者等の避難誘導にあ
たっては，あらかじめ定められた避難場所に誘導し，混乱防止及び安全確保に万全を期す
る。
災害状況に即した対応ができるよう関係機関との緊急連絡体制を確立する。
また，災害後ただちに被害状況を調査し，被害状況によっては，施設ごとの再開等の計
画を立案し，早急に開館する。
オ 応急仮設住宅となりうる公的住宅等
（各施設管理者）
各住宅の管理者は，発災後速やかに被害の概況を調査し，必要に応じて応急措置を講じ
る。
２－３ 土砂災害警戒区域等の応急対策
（都・都市整備部・総務部）
市は，土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について，関係機関と連携・協力して警
戒巡視等を行う。また，土砂災害の発生が予想される場合は，土砂災害警戒区域等を含む地
域の住民や要配慮者施設管理者等に対し，早急に注意喚起又は警戒避難等の指示，伝達を行
う。
市は，土砂災害の発生状況等の情報収集を行い，都建設局に報告する。また，土砂災害発生
時は都と協力し当該箇所の応急措置及び応急復旧対策を実施する。
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３ 危険物等の応急措置による危険防止
市又は事業者は，有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため，施設の点検，応急措
置，関係機関への連絡，環境モニタリング等の対策を行う。
３－１ 危険物施設，高圧ガス，毒物・劇物等取扱施設等の応急措置
市内には，現在石油，高圧ガス等の危険物貯蔵施設があり，地震時における振動，火災等に
より，これらの危険物が爆発，漏えい等することが考えられる。その場合，従業員はもとよ
り，周辺住民に対しても大きな影響を与えるおそれがある。
したがって，これらの施設については，関係法に基づく災害予防規程や震災対策条例等に基
づく防災計画が定められ，防災体制の強化が図られているが，発災した場合に被害を最小限
にとどめるための応急対策を確立することが必要である。
【一般的な事故報告書等の流れ】
国
業界団体

都所管局

警視庁
事業所

都総合防災部

調布市
（市区町村）

東京消防庁

(1) 石油類等危険物施設の応急措置
（総務部・行政経営部・調布消防署）
市は，住民に対する避難の勧告・指示等をはじめとする避難対策等を行う。
また，関係事業所の管理者は，危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し，次の措置を当
該危険物施設の実態に応じて講ずるよう指導する。
【石油類等危険物施設の応急措置】
機関名

市

対応措置

市は，被害状況を勘案して以下の措置をとる。
・ 住民に対する避難の勧告又は指示
・ 住民の避難誘導
・ 避難所の開設及び避難市民の保護
・ 周辺住民への情報提供
・ 関係機関との連絡

・ 関係事業所の管理者，危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し，当
該危険物施設の実態に応じた措置を講じるよう指導
調布消防署 ・ 必要に応じ，応急措置命令等を実施
・ 災害状況の把握と状況に応じた従業員及び周辺地域住民に対する人命
安全措置と防災機関との連携活動
事業者等

・ 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合，又は危険
が予想される場合は，速やかに関係機関に連絡するとともに，応急措置
を実施する。
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(2) 高圧ガス保管施設の応急措置
（総務部・行政経営部・調布消防署・調布警察署・都環境局）
【高圧ガス保管施設の応急措置】
機関名

市

都環境局

対応措置

市は，被害状況を勘案して以下の措置をとる。
・ 住民に対する避難の勧告又は指示
・ 住民の避難誘導
・ 避難所の開設及び避難市民の保護
・ 周辺住民への情報提供
・ 関係機関との連絡
・ 保管施設の破損に伴う被害の拡大を防止するため，東京都高圧ガス保
安協会など関係機関と連絡を密にし，東京都高圧ガス地域防災協議会の
自衛保安組織に必要な指示を行う。
・ 関係機関と連絡のうえ，緊急措置命令を発する。

・ ガス漏れ等の事故が発生した場合，関係機関と連絡通報を行う。
・ 市長が避難の指示を行うことができないと認めたとき，又は市長から
調布警察署
要求があったときは，避難の指示を行う。
・ 避難区域内への車両の交通規制を行う。
・ 避難路の確保及び避難誘導を行う。
・ 災害の進展等により，住民避難の必要がある場合は市へ通報する。
・ ガスの拡散が急速で，人命危険が著しく切迫し，通報するいとまのな
い場合の関係機関と連携した避難勧告又は指示及び市へ内容の通報
調布消防署
・ 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制を行う。
・ 関係機関との間に必要な情報連絡を行う。
・ 災害応急対策の実施
事業者等

・ 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合，又は危険
が予想される場合は，速やかに関係機関に連絡するとともに，応急措置
を実施する。
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(3) 毒物・劇物取扱施設の応急措置
（総務部・行政経営部・教育部・調布消防署・調布警察署・多摩府中保健所・市教育委員会）
【毒物・劇物取扱施設の応急措置】
機関名
対応措置
・ 住民に対する避難の勧告又は指示を行う。
・ 必要に応じて，住民の避難誘導を行う。
・ 必要に応じて，避難所を開設し，避難住民を保護する。
・ 必要に応じて，周辺住民へ情報提供を行う。
市
・ 関係機関との連絡を密にする。
・ 適正管理化学物質取扱事業者から事故の情報を収集し，必要に応じて同事
業者に応急措置の実施を指示するとともに，関係機関に情報を提供する。
・ 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合，又は危険が予
想される場合は，速やかに関係機関に連絡するとともに，応急措置を実施す
事業者等
る。
・ 毒物劇物取扱事業者に対して，毒物劇物の飛散，漏えい，浸透及び火災等
による有毒ガスの発生を防止するための措置を講ずるよう指示する。
都
・ 毒物劇物が飛散，漏出した場合には，中和剤等による除毒作業を毒物・劇
物取扱事業者に対し指示する。
福祉保健局
・ 関係機関との連絡を密にし，毒物劇物に係る災害情報の収集，伝達に努め
る。
・ 毒物・劇物の飛散，漏出等の事故が発生した場合，関係機関と連絡通報を
行う。
・ 市が避難の指示を行うことができないと認めたとき，又は市長から要求が
調布警察署
あったときは，避難の指示を行う。
・ 避難区域内への車両の交通規制を行う。
・ 避難路の確保及び避難誘導を行う。
・ 災害の進展等により，住民避難の必要がある場合は市へ通報する。
・ 有毒物質等の拡散が急速で，人命危険が著しく切迫し，通報するいとまの
ない場合の関係機関と連携した避難勧告又は指示及び市へ通報する。
調布消防署
・ 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制を行う。
・ 関係機関との間に必要な情報連絡を行う。
・ 災害応急対策の実施
毒物・劇物等を扱った授業中などに地震が発生した場合に備えて，次の対策
を樹立しておき，これに基づき行動するよう指導する。
・ 発災時の任務分担，鍵の管理及び保管場所の周知
・ 出火防止及び初期消火活動
市
・ 危険物等の漏えい，流出等による危険防止
教育委員会 ・ 実験中における薬品容器，実験容器の転倒，落下防止や転倒，落下等によ
る火災等の防止
・ 児童生徒等に対して，発災時における緊急措置に関する安全教育の徹底
・ 被害状況の把握，情報収集及び伝達
・ 避難場所及び避難方法
・ 浄水場の塩素設備等における事故が発生した場合，災害の拡大防止措置を講
都水道局
じる。
都下水道局

・ 事業場から有害物質等が下水道に流入する事故が発生したときは，下水道へ
の排出を防止するための応急の措置を講ずるよう指導する。
・ 関係機関との連絡を密にし，有害物質等に係る災害情報の収集，伝達に努め
る。
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第２部 施策ごとの具体的計画
第２章 安全な都市づくりの実現
第５節 具体的な取組【応急対策】

３－２ 危険物輸送車両・高圧ガス輸送車両等の応急措置
（総務部・行政経営部・調布警察署・調布消防署・都環境局・関東東北産業保安監督部・関
東運輸局）
【高圧ガス輸送車両等の応急措置】
機関名

市

対応措置

市は，被害状況を勘案して以下の措置をとる。
・ 住民に対する避難の勧告又は指示
・ 住民の避難誘導
・ 避難所の開設及び避難市民の保護
・ 周辺住民への情報提供
・ 関係機関との連絡

調布警察署

・ 危険物による被害状況等情報収集に努めるとともに，市民及び関係
機関と密接な情報連絡を行う。
・ 施設管理者，運行管理者に対し，災害の発生及び被害の拡大を防止
するための応急措置を指示する。
・ 関係機関と連携を密にし，事故の状況に応じた交通規制，警戒区域
の設定，救助活動等の措置

調布消防署

・ 交通規制等について関係機関と密接な情報連絡を行う。
・ 災害応急対策は，前頁の震災消防活動により対処する。

都環境局

・ 正確な情報把握のため，関係機関と密接な情報連携を行う。
・ 必要と認められる場合，一般高圧ガス及び液化石油ガスの移動の制
限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。
・ 災害が拡大するおそれがあるときは，東京都高圧ガス地域防災協議
会が指定した防災事業所に対して応援出動を要請する。

関東東北産業
保安監督部

・ 正確な情報把握のため，都及び関係機関と密接な情報連絡を行う。
・ 高圧ガス輸送者に対して，必要に応じ，一般高圧ガス及び液化石油
ガスの移動の制限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。
・ 災害が拡大するおそれのあるときは，必要に応じ都又は隣接県の高
圧ガス地域防災協議会等が指定した防災事業所に対して応援出動を要
請する。

関東運輸局

・ 危険物輸送の実態に応じ，次に掲げる対策を推進する。
・ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。
・ 輸送担当者に災害時の連絡，通報，応急措置等に関し指導を行うと
ともに，訓練を実施する。

３－３ 危険動物の逸走時対策
（総務部・行政経営部・調布警察署・調布消防署）
住民が飼養している特定動物等（特定動物及びその他人に危害を加える恐れのある危険動物）
の逸走の通報があった場合は，関係機関と協力して，必要に応じ，動物の保護，収容場所の
確保，飼い主情報の収集等を行う。
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第５節 具体的な取組【応急対策】

３－４ 流出油，流木の応急措置
（調布消防署）
(1) 流出油の応急措置
○ 災害発生時の作業態勢
・ 人命救助
・ 流出油の処理，火災発生防止のための油処理剤の散布
・ 初期消火及び延焼防止措置
・ 警戒及び立入制限
・ 油処理剤，消火剤等の応急資材の調達輸送
(2) 流木の応急措置
関係機関からの通報により，措置が必要な場合は消防部隊等を出場させ，監視警戒に当た
る。
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第２部 施策ごとの具体的計画
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第５節 具体的な取組【復旧対策】

【復旧対策】（地震後の行動）
１ 公共の安全確保，施設の本来機能の回復
１ 公共の安全確保，施設の本来機能の回復
１－１ 河川施設等の復旧
（市各部・各施設管理者）
河川管理施設については，氾濫水による被害の拡大を防止するために，速やかに施設の復旧
に努める。
※河川施設等の復旧については，「第２部第３章第５節 具体的な取組＜復旧対策＞３(1)」
を参照のこと。
１－２ 社会公共施設等の復旧
(1) 社会福祉施設等
（各施設管理者・福祉健康部）
施設独自での復旧が困難である場合は，福祉健康部等の関係機関に連絡し援助を要請する｡
(2) 学校施設・児童福祉施設等
（各施設管理者・教育部・子ども生活部・教育委員会）
教育委員会は，市立学校の施設が甚大な被害を受け，教育活動ができないと判断した場合
には，学校長及び都教育委員会と協力し，応急教育計画等を作成し，教育活動に中断がない
ように努める。
保育園等の施設においても，被害状況を勘案して業務の継続が困難な場合は，応急保育計
画を作成して業務継続に努める。
(3) 文化財施設
（各施設管理者・教育部・教育委員会）
被災した文化財等の廃棄，散逸を防止するため，被害状況と文化財等の重要度に応じて，
文化財管理者等において修復等について協議を行う。
(4) 市立文化施設・社会教育施設
（各施設管理者・総務部）
市立文化施設・社会教育施設については，災害後ただちに被害状況を調査し，施設ごとに
再開，閉鎖等の計画を立てて対応する。
当面の応急措置が終了し，社会一般が安定し日常生活が平常に戻れば，復旧計画を立て，
本格的な復旧を行う。
１－３ 二次的な土砂災害防止対策
（都市整備部・各施設管理者・都建設局）
市及び都は，地震による地盤の緩みにより，土砂災害の危険性が高まっている箇所について，
二次災害防止の観点から，可能な限り土砂災害防止対策を行う。

- 111 -

