
- 1 - 

平成２４年 第３回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２４年１０月３０日（火） 

１４時００分～１５時２０分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：防災安全部嶋村防災安全部長・磯崎防災安全部次長・長崎総合防災課長・佐藤課長補佐

・浪川主査・末次係長・山村 

議事録（概要筆記）                                  ※敬称略 

事務局 

長崎総合防災課長 

定刻になりましたので、ただ今から、鎌倉市防災会議を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただき有難うございます。 

私は、本日の進行を担当いたします、鎌倉市防災安全部総合防災課の長崎と申します。 

よろしくお願いいたします。 

まず、会議の成立につきまして、報告いたします。 

本日の出席委員は、３１名で、現在の定数３８名の過半数を超えておりますので、鎌倉市防

災会議条例施行規則第３条第２項の規定により、会議の成立をご報告いたします。 

それでは、この会議の会長である、松尾市長より、皆様にご挨拶を申し上げます。 

市長 こんにちは。鎌倉市長の松尾でございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

また、大変お忙しい中、鎌倉市防災会議にご出席を賜りまして、誠に、有難うございます。

この防災会議も本年３月、５月に引き続き、３回目の開催となりますが、おかげさまで本

日は、新しい鎌倉市地域防災計画の素案に相当する、「改定原案」をお示しする運びとな

りました。 

この間、事務局での作業と並行いたしまして、幹事会の開催、関係機関の皆さまへの意見

照会などを進めてまいりました。改めてご協力に感謝申し上げます。 

新しい鎌倉市地域防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ、神奈川県地域防災計画など

との整合を図りながら、津波対策、帰宅困難者対策などの課題解決に向けた取り組みの方

向性を示しております。 

今後の鎌倉市における防災対策及び防災まちづくりの基本となる計画ですので、この「改

定原案」から、さらに完成度を高めてまいりたいと考えております。 

委員の皆さまには、本日も活発なご審議をお願い申し上げますとともに、引き続き、ご負

担をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有難うございました。 

次に、前回の防災会議以降、新たにご就任いただいた委員について、ご紹介いたします。 

大船警察署の星野委員、本日は代理出席をいただいております。 

東日本電信電話神奈川支店の斎藤委員、本日は欠席です。 

東日本旅客鉄道鎌倉駅の幌村委員。 

湘南京急バスの小宮委員、本日は欠席です。 

鎌倉市こどもみらい部の相澤委員。 

なお、前回お名前をご紹介申し上げましたが、鎌倉女学院の錦委員、本日ご出席をいただ

いております。よろしくお願いいたします。 

 

新たにご就任いただきました方々は以上でございます。 
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 続きまして、傍聴について確認いたします。 

本日の会議は傍聴の希望者が２名ございます。前回と同様の取り扱いで、傍聴を認めるこ

とでよろしいでしょうか。お諮り願います。 

市長 はい。それでは、お諮りいたします。傍聴を認めることでよろしいでしょうか。 

【各委員承認】 

 

有難うございます。 

事務局 

長崎総合防災課長 

 

それでは、傍聴者入室のため、一旦休憩をさせていただきます。 

 

【傍聴者入室】 

 

それでは再開いたします。本日は、傍聴いただきまして、有難うございます。 

傍聴の方に、お願いがございます。会議中は私語、録音、写真撮影等はご遠慮くださいま

すようお願いいたします。 

また、本日の資料の取り扱いですが、終了後、会議資料は、もとの場所に置いて退出して

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

それでは、お手元の会議次第に従って、会議を進めてまいります。 

なお、鎌倉市防災会議条例施行規則第 3 条の規定により、会議の議長は会長が務めること

とされておりますので、進行につきましては、松尾市長にお願いいたします。 

市長 それでは、規定により、議長を務めさせていただきます。 

まず始めに、報告事項について、事務局から、内容の説明を願います。 

事務局 

山村 

事務局の、総合防災課、山村です。よろしくお願いいたします。 

次第に書かれております、報告事項、鎌倉市防災会議条例の一部改正について、報告いた

します。 

 当防災会議には、これまで、議会選出委員といたしまして、市議会議長及び総務常任委

員長が就任しておりました。しかし、市議会 9 月定例会における条例改正により、議会選

出委員が外れることとなりましたので、報告いたします。 

また、災害対策基本法の改正により、「自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する

者」を加えることとされておりますので、市議会１２月定例会において、再度改正の手続

きを行い、議決後に新たに委員の選考を行いたいと考えております。 

報告については、以上です。 

市長 ただいまの報告につきまして、ご質問等ありますでしょうか。 

(質疑なし) 

 

なければ、報告については、了承とさせていただきます。 

次に、議題１、「鎌倉市地域防災計画 修正の概要」について、事務局から、内容の説明

を願います。 

事務局 

山村 

議題１、「鎌倉市地域防災計画修正の概要」につきまして、説明させていただきます。 

 

事前に配布させていただいております資料（修正の概要）及び、本日お配りしました「改

定原案」をご参照ください。 
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前回の防災会議では、改定の基本方針に基づく見直し項目についてご審議いただきまし

た。その後、事務局での作業と並行いたしまして、幹事会の開催、関係機関の皆さまへの

意見照会などを進め、本日「改定原案」をお示しすることとなりました。 

ご協力いただきまして、誠に有難うございました。 

 

まず、現時点の進捗状況について、確認の意味も含めて、説明させていただきます。 

 

「修正の概要」の最終ページ、１７ページをご参照ください。 

≪地域防災計画改定の流れ≫ といたしまして作業フローをお示ししておりますが、現時

点の作業状況は、下から三つ目の「鎌倉市地域防災計画改定原案」に当たります。 

今月初めの幹事会で、その二つ上、「鎌倉市地域防災計画見直し検討素案」に対する修正

提案並びにご意見等をいただき、検討素案に対して修正・調整を加えてまいりました。 

本日、ご確認いただく「改定原案」に対し、今後、パブリックコメントを実施し、広く市

民の意見を募集いたしますが、それに先立ち、フロー図では前後いたしますが、自主防災

組織との意見交換会を、１１月１日及び５日に実施する予定でございます。 

 

それでは、「修正の概要」について説明いたします。 

１ページから順に、ご参照ください。 

１ページでは、計画修正の背景と必要性と題しまして、ここでは「鎌倉市地域防災計画」

構成の大きな修正点を取り上げております。 

① 津波災害対策計画を独立して記載 

② 地震災害予防計画に、災害時応急活動事前対策を記載 

これが改正前の「鎌倉市地域防災計画」との大きな構成上での修正点でございます。 

また、計画見直しの視点として、予断と楽観のない対応の必要性と、より厳しい事態を想

定しながら機敏かつ柔軟に対応することを挙げています。 

 

２ページから３ページにかけましては、人命を守ることを第一とした対応の必要性、情報

伝達の重要性、事前対策の必要性などを考え方として打ち出しております。 

 

３ページ、減災という考え方、たとえ被災したとしても、人命が失われることなく、被害

を最小化する減災という新しい考え方を導入し、防災のまちづくりを進める必要も、今回

の改定で挙げております。 

 

４ページ目にまいります。「災害時応急活動事前対策の充実」と題させていただきまして、

事前準備の具体的・実践的な行動マニュアルの作成、多様な場面を想定した訓練の実施な

ど周到な準備の重要性を明記しております。 

 

５ページ目にまいりまして、津波避難対策、特に高台への避難と、ソフト対策の充実を挙

げております。 

また、災害時要援護者対策の充実、帰宅困難者対策の強化についても重要な事項として位

置付けております。 

 

７ページ目にまいります。計画の構成ですが、全体構成としては、先程、申し上げたとお
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り、応急活動事前対策と津波災害対策計画を新たに加えた構成となっております。 

 

８ページからは、想定地震及び想定津波についての記載です。 

神奈川県の地震被害想定調査及び新たな津波浸水予測等のデータを参考としております

が、８ページの中ほどに、鎌倉市で想定する地震についての記載がございます。南関東地

震以下、合計８地震を設定することとしております。 

 

この８つの地震による鎌倉市の被害想定につきましては、本日お配りしてございます、資

料２、にまとめましたので、ご参照ください。これは平成２１年３月、神奈川県が出した

ものでございます。今後、神奈川県で見直しがかかっておりますので、適宜改正させてい

ただきたいと考えております。 

 

修正の概要に戻らせていただきます。８ページ目。 

続きまして、想定する津波につきましては、「南関東地震」による津波、神奈川県の津波

浸水予測図による「明応型地震」「慶長型地震」による津波及び国が想定した「南海トラ

フ巨大地震」による津波を設定し、このうち南関東地震をレベル１、それ以外の３つの地

震をレベル２と設定することとしております。 

 

修正の概要、９ページから１２ページは、国及び県の想定地震の一覧で、参考事項として

掲載しております。 

 

これらの地震の中で、９ページの中ほどに、国の地震被害想定調査の②ですが、「相模ト

ラフ巨大地震」と記載しております。これにつきましては、現在、国において検討中で、

この地震の想定が公表され、鎌倉市に大きな影響を及ぼす場合は、設定地震の見直しも視

野に入れる必要があると考えられます。発表は今年の冬になるとのことでございます。 

以上が想定の地震、想定の津波でございました。 

 

１３ページからは、修正・強化の重点項目について記載しておりますので、改定原案への

反映状況を含めてご説明いたします。また、重点項目につきましては、委員の皆さまから

のご意見も、後ほど頂戴できればと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

それでは、修正内容と合わせまして、改定原案を見ながら、進めさせていただきますので、

お願いいたします。 

 

まず、修正の概要。 

１、津波避難対策ですが、改定基本方針の柱の一つであり、今回の改定における位置付け

の重要な部分となります。改定原案では、１７５ページ「津波災害対策計画」にその内容

を反映しております。１７５ページ予防計画から始まります。津波のレベル分け、最大ク

ラスの津波に比べて、津波高が低く、発生頻度の高い大きな被害をもたらす津波をレベル

１、「南関東地震」並みの津波。合わせまして、発生頻度が極めて低いものの、発生する

と甚大な被害をもたらす最大クラスの津波をレベル２と、津波のレベル分けをする考え方

を導入しております。  

避難対策につきましては、「自助」「共助」による迅速な避難行動の重要性と、中長期的
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な課題として、平常時における市内交通渋滞緩和策や、公共施設の再配置についても言及

しております。 

 

続きまして、修正内容の２、市民一人ひとりの防災知識の向上、「自助」「共助」につき

ましては、防災訓練、防災講話などを通じた啓発活動の重要性と、市職員や教職員への意

識啓発の向上について記載しております。改定原案では５２ページの「防災教育の充実」

及び５８ページから６５ページにその内容を反映しております。５８ページ「市民・企業

への啓発、自主防災活動及び防災訓練」は、一人ひとりの防災知識の向上が、迅速な避難

につながるという視点から、充実を期待しております。また、学校教育、その他の対応の

機会を通じまして、津波についての防災に必要な教育、避難訓練、啓発活動などを実施し

ていきたいと思っております。また、学校だけではなく、地域との協力を進め、地域の防

災力の向上につながることを期待しております。 

 

修正の概要３、災害時応急活動事前対策の充実についてですが、３８ページから５７ペー

ジにかけて、各項目の記載がございます。 

大規模な地震災害が発生した場合、災害発生直後の応急対策活動を適切に実施すること

が、二次災害被害の拡大を軽減・防止する鍵といえます。本計画上は、地震発生時に市民

及び防災関係機関が速やかに対策活動を講じられるよう、まず平常時に事前対策を定めま

す。また災害対策本部と代替機能の確保、燃料の確保対策を記載しております。 

 

修正の概要４、災害時要援護者対策。 

東日本大震災を受けまして、災害時、一番の課題は、震災時に要援護が必要ということで、

次の帰宅困難者対策とともに、改定基本方針の重点項目の一つであり、国のガイドライン

に基づく施策の充実と、災害時要援護者情報の共有による支援体制の充実を挙げておりま

す。改定原案では、４７ページ「災害時要援護者対策」及び１３０ページから１３４ペー

ジにその内容を反映しております。 

 

修正の概要５、帰宅困難者対策。改定原案では、４５ページ及び１１４ページにその内容

を反映しております。東日本大震災当日に多くの帰宅困難者が発生し、受け入れた経験を

踏まえ、むやみに移動を開始しないという前提で、一時滞在施設の確保など、対策の充実

を図ります。 

 

次に、修正の概要６、生活必需物資受入れ、供給、プッシュ型支援ですが、被災地から要

請がなくても、国・県等が支援物資をパッケージにして、確保し送り込む、いわゆる「プ

ッシュ型支援」の検討が行われており、それを反映しております。改定原案では１１９ペ

ージに記載しております。 

 

修正の概要７、地域・広域連携ですが、地域における自主防災組織や企業との連携のほか、

他の自治体との連携の重要性について、改定原案では、５６ページから５８ページに記載

しております。修正の概要８、個別対策の中で、特筆される点について申し上げますと、

二次災害の防止対策については改定原案では１７３ページで、災害廃棄物処理対策につい

ては１５６ページで、歴史遺産と自然環境の保全については２９ページで、それぞれ記載

しております。 
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最後に、鎌倉市の防災・危機管理アドバイザーからも、ご意見をいただいておりますので、

紹介させていただきます。 

津波対策のアドバイザーである、防衛大学校教授の藤間（ふじま）教授からは、災害に強

いまちづくりには市街地整備、道路整備、交通計画等の連携が不可欠であり、地域防災計

画の運用と並行して解決していく必要があること、また、中長期的な視点に基づいた施策

展開を進めないと、鎌倉市の防災対策、津波対策が機能しない、というご意見をいただい

ております。 

また、土砂災害のアドバイザーである、関東学院大学工学部長の規矩（きく）教授からは、

液状化対策、土砂災害対策も併せて検討する必要がある、というご意見をいただいており

ます。 

 

以上、尐し長くなりましたが、鎌倉市地域防災計画修正の概要につきましての説明を終わ

ります。 

市長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

 

今説明がありましたが、特に、「修正の概要」の８ページからの想定地震、想定津波につ

きましては、鎌倉市の防災対策を進めていく上での、基本となる事項となります。 

これらの点は、計画全体の構成に関わる部分ですので、なるべく早い段階で確定させてい

きたいと考えております。 

 

横三地域県政総合センターさんいかがでしょうか。 

横三地域県政総合

センター 

改定原案そのものの意見というか、２４ページ、２５ページあたりの本県名称等に若干異

論がございますので、事務局に意見をいわせていただきまして、訂正をお願いしたいと思

っております。例えば、横三地区ではなく、横三地域です。あと気になりましたのは、私

どもの機関ではございませんが、２５ページ、海上保安庁第三管区海上保安部は、海上保

安本部だと思います。本質的に計画そのものに影響があるとは思えませんが、申し上げさ

せていただきました。 

市長 有難うございました。 

こうした表現記載内容につきまして、ご指摘をいただければと思います。よろしくお願い

いたします。そのほかございますでしょうか。 

 

最後に説明させていただきました、修正の概要につきまして、１３ページからになります

が、修正の強化・重点項目につきましては、特に計画の中に、それぞれ落とし込んでいる

ところではあるのですが、その中でも記載内容や、表現の仕方等々につきまして、何かご

ざいましたら、ご意見等いただければと思います。 

消防団長 １７６ページですが、「津波避難勧告・指示等の市民への伝達手段」の２段目、サイレン、

半鐘で、この半鐘とは、どこのことですか。 

 

事務局 

長崎総合防災課長 

気象業務法で基づく伝達手段を載せており、現実としては、サイレンがメインなろうかと

思います。この辺の表現は精査してまいります。 

消防団長 あと消防の方は、特にございません。 

市長 ご意見でもよろしいので、ございましたらどうぞ。 
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それでは、計画について全体の、感想でも結構ですので、これまでも色々とご意見をい

ただいてきたところではあるのですが、一人ずつ、ご意見、感想等をいただければと思

います。鎌倉保健福祉事務所さんから順番にご意見をいただければ有難いです。 

鎌倉保健福祉事務

所 

新しく話題になっている津波のこともあるのですが、特にこちらではございません。 

藤沢土木事務所 日頃から県の行政に皆様からご協力を賜っておりまして、誠に有難うございます。 

鎌倉市さんの防災計画でございますが、前回、検討素案の段階で、色々と訂正点も含め

て、ご意見をいただいており、それがほとんど直っているということで、よろしいかと

思っております。 

あとはこの際ですので、土木事務所で今行っている、津波対策をご紹介いたします。 

由比ヶ浜、海水浴場があるところで、本年度中に、津波表示盤ということで、気象の津

波注意報又は津波警報が出た時に、電光掲示テロップで津波注意報又は津波警報が出て

回転灯が回ります。そのようなものを二か所、材木座にも付ける予定です。 

道路では、通常交通標識で、電光掲示板を二か所つけて、普段は道路標識として使い、

気象の津波注意報又は津波警報が出た時に、それに切り替わります。これも今年度内を

予定しております。 

鎌倉水道営業所 水道の役割として、緊急的には、飲料水を確保する応急給水活動があろうと思いますし、

もう一つは早期の応急復旧対策です。私どもの配水池のほとんどは、小高い所にあり、鎌

倉市内では、災害用に３つの配水池がございます。この水を流出しないように確保するこ

とが私どもの第一の役割でございます。広域的な災害があった時、各地域にお配りする応

急給水活動は、市の役割となっており連携が不可欠です。私どもも、最低限の搬送は用意

し支援いたしますが、広域的になれば、市でも給水タンク等の搬送資機材をより充実させ

ていただくことが重要になってきます。 

災害時には、優先的にお配りしなければいけないところが出てきます。今後防災拠点や避

難場所、或いは拠点病院の見直しもされ、充実されていくと思いますので、その最新の情

報をいただき、それに応じて、私どもも対策を取っていかなければと思っております。 

市長 有難うございました。続きまして、鎌倉警察署さんお願いします。 

鎌倉警察署 当署では、署に配備された災害用の装備資機材の操作使用訓練を行っております。市内各

自治会の方々の防災や減災への考え方が非常に熱心で、毎週末のように、自治会主催の防

災訓練が行われています。これに我々も自主的に参加しているところですが、その避難訓

練がそれぞれの基準に基づいて行われている感じがしますので、市や消防や警察などの公

共機関が主催して、ある程度、統一的な避難訓練も必要ではないかと思います。 

市長 有難うございました。続きまして、大船警察署さんお願いします。 

大船警察署 検討素案の段階で、色んな修正案等を出させていただいたのですが、この改定原案の中で

もそのまま反映されておりますので、こちらも意見したかいがあったと思います。行政機

関と関係機関との連携を深め、より密にさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

市長 有難うございました。続いて、東京電力さんお願いします。 

東京電力㈱ 私どもも検討素案の段階で、段取り良く進めていただいたので、特にありません。個人的

な意見ですが、防災計画はあまりにも文字が多くて、最終的に出来上がった以降、見られ

る方が市民の方々になってくると、絵やフローのような、見た目でわかりやすく、広報・

周知の仕方を工夫して考えた方が良いかと、ご意見させていただきました。 
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市長 有難うございます。今のご意見について、事務局からお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

ご意見有難うございます。おっしゃる通りで、この計画書自体の理解というのはなかなか

難しいと思います。今後計画が確定しました後に、普及を図るための、例えばハザードマ

ップも、そのひとつになろうと思いますし、防災の手引き、啓発用の冊子の作成に関しま

しても、そのようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

市長 有難うございます。続きまして、東日本旅客鉄道さん、お願いいたします。 

東日本旅客鉄道 この会議は、途中参加で、経緯がよくわからないので申し訳ないのですが、今回の修正内

容で、帰宅困難者について取り組んでいくということで、私どもも大変有難いと思います。

当社としましては、津波浸水予測図があってから、支社で津波対策ということで、マニュ

アルを作成しまして、鎌倉駅でも、津波対策マニュアルを作成しています。その中で避難

箇所として、御成中学校と、妙本寺となっておりますが、どちらも海に向かって避難させ

る形になりますので、源氏山公園は広くて、70.9m の標高があるということで、帰宅困難

者等を含めて、お客様を源氏山公園へ誘導するのが一番良いのではないかと、社員に周知

しています。ただ社員も一日５～６人しかおりませので、何千人ものお客様を運ぶには容

易ではないため、その訓練として、今回総合防災課さんへもご相談しているのですが、３

月頃、実車を使った訓練を予定しております。 

市長 有難うございました。続いて、東京ガスさん、お願いします。 

東京ガス ２つ意見がございます。 

ひとつは、ライフラインに関する部分です。 

「災害時応急活動事前対策の充実」第３章第１３節５５ページからと、「ライフラインの

応急復旧」第１８章１５３ページから１５５ページにかけてですが、類似したコメントが

記載されていると感じました。前者は概念的で、後者は、各社のやや具体的な作業内容と

見受けましたが、両者を統合すれば、見やすくシンプルな計画となるのではないのでしょ

うか。 

もうひとつは、今回の見直しでは、情報伝達の改善に重点を置かれているとお聞きしてお

りますが、「東海地震に関する事前対策計画」第３章の第２節２０９ページに記載されて

いる警戒宣言が発令された時の、情報伝達を説明する概念図についてです。警戒宣言が発

令されてから実際に地震が発生するまでの僅かな時間の中で、市から発信された情報が、

我々防災関連機関まで、この概念図を参照することで伝達できるのでしょうか。非常時で

あることを考慮すると、もう尐し具体的な記述にまで詰めておく必要があるのではないで

しょうか。 

市長 有難うございました。事務局からお願いいたします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

ご意見有難うございます。まず１点目の、同じことが複数書かれているというご指摘です

が、修正の概要で事務局から説明しました通り、今回、事前対策も敢えて、記載させてい

ただいております。往来の応急復旧計画をより具体的な内容にというのは、その通りだと

思います。事前対策の部分については、事前準備が必要な内容に掲載するつもりなのです

が、この辺の表現は、精査させていただきたいと考えております。 

それから、東海地震の関係は、実際に警戒宣言が出てからの動きということになるのです

が、今の時点では、このフロー図にのっとり、最善を尽くすというしか申し上げられない

と思います。 

市長 有難うございました。続いて、湘南モノレールさんお願いいたします。 

湘南モノレール 相模トラフ巨大地震でどのくらい影響があるか、先程言われておりましたが、私どもも、

地震の取り扱いが社内にあるものですから、巨大地震を想定して、社内に持ち帰って話を
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していきたいと思っております。 

市長 有難うございました。鎌倉市医師会さんお願いいたします。 

鎌倉市医師会 神奈川県の防災機構は、作成されつつありまして、まだはっきりとしない中で、具体的に

は、各地域からの人材や物資の要請があった時に、どう配分するか、各地域にまかせられ

ているという話があったのですが、いかに地域で具体的に動くかということが非常に重要

で、実際にそのようなことになるのだと思いました。 

その中にあって、資料の５１ページですが、「災害医療拠点病院」は、県が情報機器を整

備・計画すると思うのですが、鎌倉市に市民病院が無い中で、周りの方々との協力であっ

たり、鎌倉市の災害拠点病院というのをどのようにお考えですか。 

それと、次の５２ページで、「医薬品の確保」というのがあるのですが、医薬品の備蓄と

いう問題が有ります。この間、神奈川県医師会においても、地域で温度差が有り、平塚か

小田原では、１か所に集めて備蓄をしているという話がありました。範囲が広くないとこ

ろは良いでしょうが、横浜市は広範囲であるし備蓄はしていないと言っていました。結局

医薬品は２年で期限が切れますので、２年毎に廃棄しなければならないと金銭的な問題も

ばかにならないし、備蓄はもうよそうということです。そういうことを今後鎌倉市では、

どのように考えているのか。具体的に示していただかなくてはと思いますが。どのように

お考えですか。 

市長 有難うございます。事務局からお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

まず、「災害医療拠点病院」は、ご指摘の通り、現在鎌倉市にはございません。 

県全体で、指定や区割りをなされているとの状況の中で、「災害医療拠点病院」とは別に、

自治体や医療機関との連携が当然必要になってくると考えております。 

医薬品の備蓄についてですが、これもおっしゃる通り、有効期限が非常に短いということ

もありますので、現在の対応としましては、薬剤師会さんと協定を結んだ中で、ある程度

協力体制を作っていきたいと思っている状況でございます。 

鎌倉市医師会 それでは、災害医療拠点病院も決まっていないのに、このように、「災害医療拠点病院の

機能強化」と記載すると、具体的に、そのようなものを作っていくというものがないとい

う中で、皆に資料を配った際に、どこですかという状況になってしまうと思うので、この

表現が鎌倉市としてのものならば、金銭的なことや色んな内容が入りますので、簡単にこ

の病院でよろしくとは、難しいと思いますが、鎌倉市として、どこを強化していくのかと

いう記載をしていただきたいと思います。 

事務局 

長崎総合防災課長 

貴重なご意見として受け止めさせていただき、変更していきたいと思っております。 

市長 有難うございました。続きまして、陸上自衛隊さんお願いします。 

陸上自衛隊 いただいた部分に関する、意見提示は、特にございません。 

本年度も総合防災訓練等、ご一緒させていただき、より具体的に活動拠点ですとか、ヘリ

コプターの場外離着陸場を活用した訓練等もまた連携させて、より強化して行いたいと思

いますのでよろしくお願いいたします 

市長 よろしくお願いいたします。それでは続きまして、鎌倉女学院さん。 

鎌倉女学院 私も、防災計画と、本日の修正強化の重要項目については、大変結構だと思いますし異存

はございません。要望になりますが、避難の想定として、徒歩による高台への避難という

ことになっております。基本的に高台への避難ということですが、この計画は素晴らしい

もので、なるべくそれぞれ速やかに、実行に移していただきたい。特に避難経路の安全は

第一優先でやっていただきたいと思います。例えば本校の生徒が高台に移動する場合に、
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鎌倉のまちは、ここにも書いてあるように、細い道で非常に入り組んでおります。どの高

台の避難所もかなり土砂崩れなどの危険性もあるように思います。大勢の人口の割には、

限られた土地ですので、数か所の高台に、観光客も含めて、殺到してしまった場合、生徒

のような若年者や女性、高齢者等々の場合、非常に混乱に巻き込まれる懸念もございます

ので、そうしたものでも、速やかに津波の到達時間に、安全な高台に移れるような避難路

の確保や誘導について、なるべく早く着手していただくように要望いたします。 

鎌倉は歴史都市で世界遺産にも登録されようとする都市でございますが、一方で文化財を

守りながらも、災害にも強いまちづくりであるというアピールができる都市になるよう

に、よろしくお願いいたします。 

市長 事務局からお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

ご意見有難うございます。避難のあり方については、色々と課題が多いのが現実でござい

ます。その中にあって、できるところから着手していくということで、海抜表示から始ま

って、材木座地区に、避難誘導の路面シートを貼ったりと、順次取り組んでおります。本

年度も調査業務として、避難路の検討調査を進行中でございますので、そのような調査結

果を踏まえ、できるだけ安全な避難体制を短期的な部分で成果がでるものに関しては、速

やかにやっていきたいと思っております。先程も事務局から、専門アドバイザーの意見の

紹介もございましたが、中・長期的には、災害に強いまちづくりにするためには、市街地

整備とか、今委員がおっしゃられた、道路の整備ですとか、交通問題も、必要になってく

ると思いますので、そういった、短期・中期・長期を合わせた形で、取り組んでいく必要

があると思っております。 

市長 有難うございました。先程ご意見いただきましたが、消防団長さんお願いいたします。 

消防団長 事前に配っていただいた資料の５ページですが、津波避難タワーがハード面で難しいと書

いてあるのですが、由比ヶ浜近辺は高台がなく、結構広い平地です。あの辺の方々がどの

ように避難するのかというのが気になります。あとソフト面での津波避難の対応が必須だ

ということで、がけ地が結構ありますので、ハード面をしていかないと、高台があって逃

げても、がけ地で上がれないとか、後から出てくると非常に残念なので、その辺も検討い

ただければと思います。 

市長 有難うございます。それでは事務局お願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

今の鎌倉女学院・錦先生へのお答えと似たような形になるのですが、やはり現実問題とし

て、津波避難タワーを構築するというのは、藤沢市では去年できましたけれども、鎌倉の

海岸で、それが直ぐにできるかというと、なかなか難しいのが現実問題として、どうして

もソフト対策に頼るしかないのが現状です。ただ地形上で、なかなか高台が近くにないと

いうことがありますので、今申し上げましたように、経路の調査を技術のある業者に頼ん

で調査をやっていますので、その結果で、新たな避難ルートの対策、また逆に、避難困難

地域の抽出をして、それに向けた対策を検討するといったかたちの両面で、進めてまいり

たいと思っております。 

 

市長 有難うございました。 

これまで、貴重なご意見をたくさん伺ってまいりましたが、ここまでの議論を踏まえて、

山本専門委員から、ご意見、あるいはコメントなどがありましたら、是非お願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

山本専門委員 私の方から、尐し意見を申し上げたいと思います。 

今回の計画見直しの視点が、既に皆様ご承知のように、予断と楽観を避け、より厳しい事
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態を想定しながら、機敏かつ柔軟に対応するということを視点に見直しをなされてきたわ

けで、内容的には大変緊迫感のある内容になっていると思います。改定後には、おそらく

鎌倉市の防災体制は、大変良く整備されていくのだろうと思っておりますが、しかしなが

ら、この中に記述されておりますのは、市と防災関係機関と自主防災組織という３つの大

きな組織が、色々とやるべきことが記述されているのですが、ただ、市の方は、市と書い

てあるだけで、市の中のことは、言い換えれば、役割分担がどうなっているのかは、この

中からは見えてきません。計画を具体的に実行に移していくためには、防災安全部だけで

は、この地域防災計画を具体的に実行していくのは無理がありますので、ここには各部局

長さんが参加しておられるようなので、各部局それぞれ、何をどのようにやっていくのか、

防災計画の具体的な実行は、自分たちのことだと、改めて認識していただきたい。防災安

全部と協力をして、全庁的な取組みで具体化を図っていく必要があると思います。これが

まず１点でございます。 

もうひとつは、この鎌倉市役所は、災害対策本部として防災対応をする指揮中枢とならな

ければいけませんので、鎌倉市災害対策本部の対応能力の向上を図っていく必要があると

思います。したがって具体的には、本部運営訓練をやっていただいて、職員の対応能力を

向上させるとともに、関係機関との連携の強化、ここにある地域防災計画等やマニュアル

の編集・見直しなどにつなげていっていただければ、よりよい防災体制の設置ができるの

ではないかと考えています。今申し上げたのは、この計画をいかに具体的に実行して、実

のあるものにしていくかという観点から申し上げていますが、これを市長さんの強力なリ

ーダーシップと指導力を発揮していただいて、鎌倉市の防災体制をより強力に進めていた

だきたいと思っております。以上です。 

市長 有難うございました。 

さらに他に、ご意見ございましたらお願いいたします。 

 

ほかにないようでしたら、議題１につきましては、了承とさせていただきます。 

よろしいでしょうか。 

【各委員承認】 

 

続きまして、議題２、避難所等の見直しについて、事務局から説明願います。 

事務局 

山村 

議題２、避難所等の見直し（案）について説明いたします。 

お手元の資料３をご参照ください。 

地域防災計画改正に伴う避難所等見直し（事務局案）というのをご覧下さい。 

 

災害時の避難所につきましては、現在、表の左側に記載されているとおり、地震災害時の

ミニ防災拠点、追加で開設する避難所、高齢者や障害者の二次避難施設及び風水害避難所

となっております。 

 

鎌倉市における避難所のありかたにつきましては、昨年の東日本大震災の際、何点かの課

題が指摘されています。 

 

１点目は、避難所の名称についてです。 

震災当日、複数の観光客の方が、「避難所はどこか？ミニ防災拠点へ行けと言われたが、

避難所ではないのか？」といった質問をされていたとの報告が上がっておりました。 
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地震災害時に最初に開設される「ミニ防災拠点」（市内市立小・中学校／２５校）という

名称は、鎌倉市民にはかなり浸透してきておりますが、市外の方にはわかりづらい、とい

うのが現状であります。 

震災の教訓として、今回の改定に合わせ、「ミニ防災拠点」を「避難所（ミニ防災拠点）」

とし、市外からの来訪者にも分かりやすい対応を行おうとするものです。 

 

２点目は、一時滞在施設の指定についてです。 

東日本大震災による交通機関の運休により、鎌倉市でもピーク時には約 5,000 人の帰宅困

難者が発生し、避難所及び避難所以外の施設に収容しました。 

こうした状況を踏まえ、帰宅困難者の一時収容施設として、記載の施設の指定に向け、協

議しようとするものです。 

 

３点目は、福祉避難所の指定についてです。 

災害時における、いわゆる要援護者の避難先確保については、重要な課題であり、以前か

ら、市内の施設と協定を締結しておりますが、新たに福祉避難所として、老人センター等

の指定に向け検討しようとするものです。 

 

以上、３点の課題を踏まえ、検討の結果、資料のとおり、事務局案としてお示しいたしま

した。 

以上で説明を終わります。 

市長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

 

よろしいですか。 

ほかにないようでしたら、議題２も了承ということでよろしいでしょうか。 

 

【各委員承認】 

有難うございました。では続きまして議題３「地震災害時非常配備体制の見直し」につい

て、事務局から説明願います。 

事務局 

山村 

続きまして、議題３に移ります。 

議題３、「地震災害時非常配備体制の見直し」について、でございます。 

お手元の資料４、をご参照ください。 

 

市では、地震及びその他の災害発生時の対応について、鎌倉市災害対策本部条例のほか、

各種のマニュアル等で定めているところですが、災害の種類や規模によって対応が異な

り、整理する必要があると考え、見直し案として、事務局案をお示しいたしました。 

また、津波情報に基づく避難勧告、避難指示について一定の指針を掲げることにより、初

動対応の迅速化を図ろうとするものです。 

なお、道路規制の部分についても踏み込んでおりますが、これは鎌倉市単独で対応できる

ものではなく、問題提起として、掲載しているところです。 

従いまして、この表は、すぐさまこのとおり実行する、ということではなく、記載の内容

について、可能な部分は個々に決定していき、計画に反映していく、といった考えであり

ますので、ご理解をお願いいたします。 

この資料につきましての説明は以上です。 
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市長 ただいまの説明につきまして、ご意見、質問等ございましたらお願いいたします。 

 

事務局 

長崎総合防災課長 

補足をいたします。 

本部の体制につきましては、去年の３月もそうですけれども、１回目、震度４で揺れたと

いうことで、その時点で、災害対策本部を設置しております。その後、大津波警報も出ま

したので災害対策本部は当然のことだったと、結論からいくと、そういうことになります。

あとは、下の方で、避難施設開設でもふれております。これは、１つ前の議題で、資料３、

避難所の追加指定と連動しているという形で、ご理解いただきたいと思います。 

鎌倉市医師会 避難所の見直しで、災害は津波が全てではないのですが、いつだったか、津波になった時

の避難場所として海岸沿いの小学校ですとか、避難所として、不適切だろうということで、

その辺をどのように考えていくのか、という話が出た気がするのですが、今回この改定案

の中にどのように組み込まれているのでしょうか。 

市長 事務局からお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

例えば、この近辺ですと、第一小学校が、津波避難ビル、いわゆる、この学校の３階・４

階が避難ビルとして指定しております。これも現在は外しておりません。今後も外す予定

はないのですが、この辺の考え方は、津波想定の部分で、１００年周期で来るであろう、

レベル１という、低い津波については、従来の避難所で十分対応できるだろうと引き続き

とっておき、そして 1,000 年周期の巨大津波・レベル２にあっては、そういった避難施設

よりも、徒歩で高台へ避難するといった２段階の津波の設定をすることによって実効性の

ある避難対策を持ちたいという考え方に基づいているところでございます。 

市長 よろしいでしょうか。有難うございます。 

 

ほかにございますか。 

ほかにないようでしたら、議題３につきましても、これをベースにさらに検討を進める、

ということで了承とさせていただきます。 

その他といたしまして、事務局から、お願いします。 

事務局 

磯崎防災安全部 

次長 

ひとつ、イベントのＰＲをさせていただきます。 

本日、Ａ４でチラシを用意させていただきましたが、鎌倉市災害ボランティアセンターの

設置運営訓練ということで、来月１１月２３日勤労感謝の日、午前１０時から午後２時半

まで、市役所本庁舎前で開催をするという予定でございます。この災害ボランティアセン

ターにつきましては、平成１９年に、鎌倉市、鎌倉市社会福祉協議会、鎌倉市青年会議所

の３団体で、協定を結びました。昨年３月１１日の東日本大震災を受けまして、設置運営

訓練準備を重ねて、今回ようやく整い、１１月２３日の開催となりました。ご存知の通り、

東北の被災地では、実際の災害復旧支援については、災害ボランティアセンターが大きな

活躍をしたということで、実際に設営運営訓練を行い、チラシの通り、当日は、受付、マ

ッチングの訓練、起震車を呼びまして、起震車体験、炊き出しの体験、更には、被災地で

実際に活動された団体、個人、被災地の七ヶ浜から実際のスタッフを呼びまして講演もす

る予定です。内容が盛りだくさんでございますので、お時間がありましたら、是非お起こ

しいただきたいと思います。所管職員の方々へもＰＲお願いいたします。 

最後に、今後のスケジュールについて、総合防災課長より、説明いたします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

前段の説明と若干重複いたしますが、今後のスケジュールについて説明いたします。 

本日の審議結果を踏まえ、１１月８日に、実務レベルの、幹事会を予定しております。 

本日ご審議いただいた内容を精査した案をお示しし、地域防災計画改定原案を確定させ、
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パブリックコメントの手続きに入ります。 

なお、委員の皆様には、手直しいたしました改定原案を、再度お送りする予定です。 

 

次回の防災会議は、年明けを予定いたしますが、必要に応じて、実務レベルの幹事会を開

催する場合がありますので、併せてご協力をお願いいたします。 

市長 ご質問等ございますか。 

 

よろしいですか。長時間に渡りまして、議事進行にご協力いただき、ありがとうございま

した。以上をもちまして、鎌倉市防災会議を終了いたします。 

閉会 退室 

 

 


