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平成２６年 第２回鎌倉市防災会議 

 

    日時：平成２６年８月２８日（木） 

１４時３０分～１５時３０分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：嶋村防災安全部長・長崎防災安全部次長・佐藤課長補佐・阪中課長補佐・窪田係長・ 

山村・危機管理課佐々木担当課長・影山係長・石黒 

議事録（概要筆記）                                  ※敬称略 

事務局 

長﨑 

みなさんこんにちは。定刻となりましたので、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、ご多忙の中、ご出席をいただきありがとうございます。 

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、長﨑と申します。よろ

しくお願い申し上げます。 

まず、会議の成立につきまして、報告させていただきます。 

本日、出席委員は、現在 37 名でございます。定数 40 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、この会議が成立しておりますことを

報告申し上げます。 

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

しくお願いします。 

会長 皆様、こんにちは。ご多忙の中、鎌倉市防災会議にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

東日本大震災から３年半が経過をしました。 

鎌倉市におきましても、地域防災計画の改定が課題となりまして、震災の教訓を踏まえ、地

震災害対策編の改定を先行し、昨年 2 月に新たな計画を作成をさせていただいたところで

す。現在、計画に基づきます、各種防災対策を進めているところです。 

昨今、風水害による被害が全国各地で見られます。8 月 20 日未明に起こりました広島市で

の土砂災害は鎌倉市におきましても同様のことが起きてもおかしくないというふうに思っ

ております。そのような中、本市の姉妹都市であります、山口県萩市でも豪雨災害による大

規模な被害が昨年発生をしました。現在も復旧、復興の作業が進められているというふうに

聞いているところです。 

また、今月（8 月）ですけれども、三重県で台風 11 号の影響による大雨特別警報が発表さ

れまして、一時は県内で 50 万人以上に対して、避難指示が発令される事態ということがあ

りました。 

鎌倉市におきましても、昨年 10 月の台風におきまして、植木で大規模な崩落が発生しまし

た。人的な被害はなかったものの、土砂災害の予防対策、事前避難のあり方が大きな課題と

なったところでございます。 

こうした背景を踏まえまして、今年度の重要課題として、地域防災計画（風水害対策編）の

改定に取り組んでいるところでございますけれども、本日は、改定の基本方針をお示しさせ

ていただきまして、皆様から、ご意見を賜りたいというふうに考えております。 

限られた時間での会議となりますが、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

長﨑 

ありがとうございました。 

なお、この会議は前回、今年の 3 月に開催しております。それ以降ですね、人事異動等で新

しく委員となられました方々を紹介させていただきたいと思います。 
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まず、この会議の副会長であります小林副市長です。 

続きまして鎌倉保健福祉事務所、八ッ橋委員です。 

藤沢土木事務所、杉山委員です。本日は代理で稲沢様にご出席いただいております。 

大船警察署、綿引委員です。 

東日本電信電話岡村委員です。本日は番場様に代理でご出席いただいております。 

続きまして、日本通運 苅部委員、     

東日本旅客鉄道鎌倉駅 洞山委員です。本日は水島様に代理出席をいただいております。 

鎌倉市政策創造担当 松永委員です。 

同じく、鎌倉市こどもみらい部 進藤委員です。 

同じく、鎌倉市健康福祉部 柿﨑委員です。 

同じく、鎌倉市都市調整部 渡辺委員です。 

今年度は以上の方々の参画で会議を進めて参りたいと思います。よろしくお願い申し上げま

す。本日の会議は会長であります松尾市長の進行により進めてまいります。それでは会長、

よろしくお願いいたします。  

会長 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たいと思います。 

まず、議題１、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）の改定について、事務局から、内容の

説明をお願いします。 

事務局 

阪中 

事務局の阪中です。座ったまま失礼させていただきます。議題１、鎌倉市地域防災計画（風

水害対策編）の改定について説明させていただきますが、まず、鎌倉市における危機事象へ

の総合的な対応からお話しさせていただきます。 

お手元の資料１をご参照ください。 

この資料は、平成 18 年度に策定いたしました、鎌倉市危機管理対処方針の体系図になりま

す。 

まず、地域防災計画ですが、危機事象として想定されるもののうち、自然災害等につきまし

ては、地域防災計画で対応することとなり、地震災害対策編・資料では、風水害等災害対策

とありますが、風水害対策編・資料編の３編で構成されております。 

次の、国民保護計画ですが、武力攻撃事態・テロなどの事態への対応を定めたもので、この

計画は別途、鎌倉市国民保護協議会という組織で検討しております。 

最後の、緊急事態対策計画は、それ以外の緊急事態への対応を定めたもので、現在、総論編

は策定済みで、今年度は『放射性物質災害対策編』の策定を進めております。 

所管は、地域防災計画は防災安全部総合防災課、国民保護計画及び緊急事態対策計画は、防

災安全部危機管理課となっております。 

また、これらの計画とは別に、業務継続計画（BCP）の策定にも取り組んでおり、その一環

として、災害対応従事職員向けの食糧備蓄を進めております。窓際においてあります、乾パ

ン、飲料水、アルファ米、缶入りパンなどがその備蓄のものです。 

今年度は、この体系図の中の右側の一番上に記載されております、地域防災計画（風水害対

策編）を改定の対象としています。 

 

それでは、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）改定基本方針の概要について、資料２に基

づき、説明させていただきます。 

１ページをお開きください。 

まず、見直しの背景ですが、本市の地域防災計画は、地震災害対策編を先行して改定を行っ

ており、風水害対策編の全面改定は今回が十数年ぶりとなること、また、先ほど市長のあい
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さつからもありましたように、 

（イ）①近年、鎌倉市で発生した土砂災害などへの対応の必要性  

②今後鎌倉市で発生が考えられる災害への対応 

③気象庁などからの災害情報への迅速かつ的確な対応 

④国や県の計画との整合 

⑤先に改定を行った地震災害対策編との整合 

など、様々な要素がございます。 

続きまして、２ページをご参照ください。 

ここでは、こうした背景を踏まえ、風水害対策編見直しの基本的な方針を掲げております。 

まず、（ア）として、近年の災害からの教訓や想定される災害への備えとして、土砂災害対

策の推進、浸水対策の推進、避難勧告・避難指示の発令基準の見直し、地震災害対策編改定

の際にも重点事項となっておりました、帰宅困難者・避難行動要支援者への対応などを進め

ます。 

続きまして、３ページから４ページをご参照ください。 

（イ）として、災害対策基本法をはじめとした最新の関係法令や各種基準を反映した計画と

いたします。 

特に、３ページに記載のあります、①から⑤の項目のうち、鎌倉市の重点課題として認識し

ているものは、④の避難行動要支援者名簿の作成、それと⑤に関連する、避難勧告等に係る

対応になります。 

避難行動要支援者名簿につきましては、要支援者情報を所管する健康福祉部をはじめ、関係

部と合同で昨年度から取り組みを進めております。今年度に名簿作成及び地域の支援者との

情報共有についての方向性を出したいと考えております。 

避難勧告につきましては、本年４月に発令基準の見直しを行い、現在運用を行っております

が、詳細につきましては後ほど報告事項で説明させていただきます。 

 

続きまして、５ページをご参照ください。 

（ウ）として、計画の構成を見直すことにより、実効性の高い、わかりやすい計画をめざし

てまいります。 

大まかな構成は、先に改定を行った、地震災害対策編に合わせるとともに、計画の運用に必

要な情報を極力掲載する形を取ってまいりたいと考えております。 

なお、先の地震災害対策編の改定に際しましては、各項目について、関係する機関からご意

見を頂戴しております。 

特に、ライフライン関係の機関におかれましては、事業者として取り組まれている風水害対

策について、ご意見等をいただければ幸いです。 

また、火山災害対策計画など、神奈川県計画で取り扱われている項目につきましても、今後

必要に応じて本市計画における位置付けも検討してまいります。 

最後の６ページ、今後のスケジュールにつきましては、報告事項２であらためてご説明いた

します。 

続きまして、資料３をご参照ください。 

これは先週、８月２２日に、実務担当者レベルの幹事会を開催し、改定方針についてのご意

見と、各機関における風水害対策についての現状をご紹介いただいた記録となります。 

風水害を含めた災害対策全般について、計画あるいはマニュアルを整備されている機関が多

くみられる状況となっております。 
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以上で、改定の基本方針についての説明を終わります。 

会長 はい、議題１の説明につきまして、ご質問・ご意見等ございましたらお願いします。なお、

ご発言の際は、お手元のマイクスイッチを入れていただきますようお願いします。いかがで

しょうか。   

特によろしいですか？ はい、お願いします。 

藤沢土木事務所 藤沢土木事務所ですけれども、幹事会のほうでですね、うちのほうから雪害対策の取扱はと

いうことで、そのとき、気象庁の方を加えたらいかがですか？と提案させていただきました

が、それについての回答がわかりましたら、教えていただけたらと思います。 

会長 はい、かしこまりました。では事務局から。 

事務局 

長﨑 

はい、幹事会で、特に気象庁につきまして、この防災会議のメンバーにいれたらどうかとい

う提案をいただいております。現在この防災会議は条例で定数が定められておりまして、定

数がいっぱいな状況になっております。今後ですね、こういったご意見を踏まえて、条例改

定の可能性を含めてですね、検討させていただきたいというふうに考えております。あと、

雪害対策につきましては、今年 2 月に大雪の災害がございました。そういった教訓を踏まえ

まして、鎌倉市として、この大雪が降った際にどう対応するかという部分につきましては、

この風水害対策編の改定の中で議論をまいりたいというふうに考えております。なお、横浜

気象台が委員に入るまでの間は、実務担当者レベルで情報交換の場がございますので、そう

いったものを最大限活用して、気象庁の専門的な知見を吸収して参りたいと。以上が考え方

でございます。 

会長 特に風水害対策編の改定に際しましては、いくつかの要素がございます。ご意見・ご質問以

外でも結構ですので、それぞれ皆さまの組織の中での課題などございましたら、この際、ご

披露いただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

それでは順番で。よろしいでしょうか、関東農政局さんから。（お願いします） 

関東農政局 課題というよりも、前回の防災会議の幹事会の中でもらった資料を、そのときに見させてい

ただいたのですけれども、今この資料１の中にもありますけれど、鎌倉市の場合、風水害対

策に関する最新の基準を対応するというところで、23 年の被害 414 地区が土砂災害警戒区

域になっており、これを新基準に見直すという文言になっておりますが、これはすでに見直

して数がまだ増えていくことになっているのかということと、先ほど会長のほうからあいさ

つがありましたが、広島で集中豪雨があり、甚大な被害が発生したと。それとちょっと見た

ニュースだけですけれども、鎌倉市の場合はおそらく花崗岩、まあ真砂土といわれる地域が、

多分あまりないかなとは思いますが、そういう中で、この 414 箇所という中で、その中でも

危険度の高いところのランク付けというのをしているのかどうかというところを伺いたい

と思います。 

会長 事務局のほうからお願いします。 

事務局 

阪中 

414 区域ある土砂災害警戒区域は現在のところイエローゾーンとなっており、特別警戒区域

というレットゾーンにはまだ指定されておりません。今後、神奈川県のほうに順次指定して

いただくようにお願いはしております。 

会長 新たな指定というのも前回からはない？（ということですか？） 

事務局 

阪中 

414 区域の指定で現在のところ終わっております。 

あと広島市とはちょっと違うと思うのですが、鎌倉市で今後、土砂災害のアドバイザーとし

て、関東学院の規矩学長さんにも色々ご意見を伺ったりしまして、今後広島の災害等を踏ま

えた鎌倉市でできる対策を検討してまいりたいと思います。 

会長 はい、お願いします。 
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藤沢土木事務所 この土砂法によります、土砂災害警戒区域につきましては神奈川県のほうで平成 19 年から

23 年に指定を致しました。まずですね、この急傾斜地のほうの指定をしましたので、当面

の間、今後は土石流のほうの指定をしていきます。その指定が終わりましたら、必要に応じ

て 414 箇所の見直しをしていく予定ですが、まだすぐにやるという段階ではございません。 

会長 ありがとうござます。 

湘南海上保安署 

 

海上保安署の吉野でございます。海上保安庁としましては風水害につきまして、陸上部門と

いうことですので特にありません。今の一番の懸念しているのが地震対策、津波対策、マリ

ンレジャー、観光客、海水浴客に対してどうやって周知していくか検討しているところでご

ざいます。 

会長 ありがとうございます。横須賀三浦地域総合センターさん。 

横須賀三浦地域県

政総合センター 

県の横須賀三浦地域県政センターでございます。ご紹介ということになりますが、土砂災害

に関しまして横三センターで鎌倉市内で特に緑地のうち、歴史的風土特別保存地区、全体で

570 箇所ほどございますが、そのうち 188ha 近くが県有地でありまして、それを維持管理し

ているのですが、これまでも例年落石とか倒木とか色々ご迷惑をかけているのですが、今年

からですね、予算査定を切り抜けまして、そういった、その緑地として計画的予防的な防災

工事、維持管理、こういったところに力をいれていくということで今年から一年をかけまし

て取り組んでいきたいと思っておりますので、関係の皆様方にもご協力、よろしくお願いい

たします。 

会長 はい、ありがとうございます。福祉事務所さん、お願いいたします。 

社会保健福祉事務

所 

風水害に特化した計画はないということでして、医療救護計画というのがありまして、これ

が自然災害がございましたときの計画で、これを作成しております。またあと難病を保健福

祉事務所では支援をしているのですけれども、この方々、要支援者の方々につきましての情

報のやりとりをするのかが、検討課題となっております。以上です。 

会長 ありがとうございました。続いて鎌倉水道営業所さん、お願いします。 

鎌倉水道営業所 はい、鎌倉水道営業所です。あの、私どもは企業庁災害対策計画という大もとの計画があり

まして、その下に地震災害対策計画、風水害災害対策計画というのがありまして、それに従

っております。私どもは風水害災害対策計画には、台風や大雨などによる水道施設、これに

対する被害からの迅速な復旧、それから水質の汚染、汚濁の対策、それから長時間停電の場

合による大規模断水、これの対策ということで決まっておりますが、今回鎌倉市さんの計画

の中で 529 ページですか、給水計画、色々な位置づけていただきまして、私どもは給水の支

援ということで、配水地からの水の配り方にしても、先般の訓練等々ご協力していただきま

してありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

会長 はい、ありがとうございました。鎌倉警察署さんお願いします。 

鎌倉警察署 はい、みなさんこんにちは。鎌倉警察署の橋野です。警察としてはやはり、防災の関係、地

震も津波もそうなんですけれども、風水害、特に先般の市長さんからもお話がありましたが、 

広島の関係で、がけ地対策等、近年ではゲリラ豪雨がありますので、いつなんどき起きるか

わからないということでですね、まあ、避難誘導等も含めてですね、そこらへんに人命救助

のほうに力を入れていくとともに、みなさんと連携してですね、また色々な状況を考えて、

ひとつ予備的考えでですね、シュミレーション等をやっていきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。以上です。 

会長 ありがとうございます。 

大船警察署 まあ、同じなんですけれども、特に先ほどあった避難行動要支援者名簿というのを現在 

作成中ということなのですが、警察のほうとしましても、やはり支援する必要のある方をあ
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る程度把握しておきたいなあと思いますので、それもできればご提供いただければ大変あり

がたいです。それからあと、土砂災害だったときに、今、警察のほうでもどうしてもどける

重機が警察でも必要なのでは、という話しが出ているのですが、そうはいってもなかなか予

算措置もされないような状況の中で、ご協力というか、そういうのを持っているところと協

定を結んだりとか、そういったことも今後考えていく必要があるのではないかなと、検討し

ていきたいと思います。 

会長 ありがとうございます。情報提供の関係のことで事務局から。 

事務局 

長崎 

あの、避難行動要支援者名簿につきましては今年度の重点的な取り組みとして今、進めてお

ります。最終的には自治会、町内会さんをはじめ、地域での支援体制の構築と。A さんを誰

と誰が支援するというところまでのマッチングも含めてですね、非常に重たい課題であると

いうふうに考えております。その中で今、大船警察署長さんからお話がありましたようにで

すね、地域の中での名簿共有という部分は進めたいと思っておりますので、そこから関係防

災機関にどれだけ事前の情報提供ができるかという部分は、検討させていただきたいという

ふうに思っております。 

会長 日本郵便さん 

鎌倉郵便局 日本郵便、鎌倉郵便局の尾倉でございます。郵便局につきましては郵便、それから貯金、保

険とそれぞれございますけれども、郵便につきましては配達社員による情報の収集につきま

して、我々独自で得た情報等、提供してまいりたいと思いますし、貯金、保険につきまして

は部内にあります非常取扱というのがございますので、支社などからその指定があれば随時

災害に対応する取扱を検討していく所でございます。以上でございます。 

会長 ありがとうございます。消防団、平井団長、いかがでしょうか。 

消防団 消防団です。我々は常備消防と連携して、一番は市民の安全な避難誘導だと思いますので、

その辺でこれからも常備消防とよく話し合いながら行っていきたいと思います。 

会長 はい、海上自衛隊さん。 

海上自衛隊 はい、海上自衛隊横須賀地方総監部の沢田と申します。横須賀地方総監部というのは三重県

から岩手県までの間で、大きな地震とか災害があったときに海上の司令部として機能いたし

ます。そういうのがありまして、防災計画を作って色々と執行等検証しているところなので

すけれども、あわせて地震、土砂崩れなどで道路が寸断したときに海からアクセスすること

も考えて、輸送艇だとか輸送艦のホバークラフトが着けられるような海岸だとか港を各県ご

とに場所をわけて調査をやってます。それで防災訓練などを市や県が主催する場所にも参加

をして、これからここへ着けるなどをやっておりますので、市レベルでそういうのがある場

合はすぐ輸送艇など色々なものを準備して、そういう訓練をあわせてやっていけたらと。そ

してそれに調査を含めてやっていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

会長 はい、それでは陸上自衛隊さん、お願いします。 

陸上自衛隊 31 普通科連隊第三科長、町屋です、お願いいたします。ここに災害がありますときに、ま

あ、風水害に特化した計画というのはありませんが、しかしながら即応体制については地震、

大規模災害等を含めまして保持しておりますので、あらゆる災害に対してましては対応でき

るように準備はできております。あと、大規模災害、地震等に比べまして比較的風水害につ

いては恐れというのは逐次エスカレートしてわかってきますので、まあ、県、又は市から、

今、災害対策本部が立ち上がりましたよ、とか、それなりの情報提供をいただければなと思

います。先般 6 月の大雨のときも県、あるいは横須賀市の方と今から開設しました、と、そ

ういった情報提供をいただきながらやっていきますのでよろしくお願いいたします。以上で

す。 
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会長 ありがとうございました。鎌倉医師会さん。 

鎌倉医師会 鎌倉市医師会救急担当理事の田邊と申します。よろしくお願いいたします。地震災害と同じ

なのですが、救急の避難所において、どういうふうに救急体制を提供するか、まあ人的な配

置、それと医薬品の備蓄ですね。風水害の場合は十分対策は取れると思いますが、大規模な

災害のときに、どう配置していくか県の医師会と相談しながらこれから考えていきたいと思

います。 

会長 ありがとうございます。自主防災組織さん、岩佐さん、お願いします。 

自主防災組織連合

会 

岩佐と申します。具体的な部分はあれなのですが、最初に私の生まれが宮城の亘理郡山元町 

出身なのですが、大勢の方にお手伝い、ご支援いただきまして、まず国に変わって御礼を申

し上げたいと思います。これからどうするかということなんですね。うちの田舎の場合には

弱者である A さんを隣同士で助けるという仕組みまであります。やはり町内会としてはもう

少し地域のコミュニティーの部分をしっかり持ちながら、向こう 3 軒両隣というわけではあ

りませんが、そんなまちづくりをする必要があるのではと強く感じております。あと具体的

に、3.11 のときにもそうなのですが、大船小学校管轄なんですが、なかなか組織として、

市の職員さんがすごく活躍していただいたのですが、地域の者がなかなか集まってこられな

かった、ということがありまして、その辺の運営のあり方等をこれから強く、参加を含めて

やっていきたいと思いますので、これからもよろしくご指導の程、お願いいたします。 

会長 はい、湘南モノレールさん 

湘南モノレール はい、湘南モノレールの早坂と申します。この間の幹事会のほうで当社のほうでは風水害に

特化した計画はない、ということなのですが、補足といたしまして、土砂災害の警戒区域に

ですね、こちらのほうに避難勧告等が発令されたときの列車等の運行の基準についてはあり

ますので、ちょっと補足させていただきます。 

会長 ありがとうございました。それでは東京ガスさん、 

東京ガス 東京ガスの中濱です。資料３にあります通り、やはり弊社の風水害に特化した計画というの

は残念ながらございません。ただし、補足になりますけれども、昨今夕立というか、ゲリラ

豪雨のように激しい雨が降りますので、今年から始まったのですが、気象庁で弊社の供給エ

リアで警報が出たときは、社員の指定要員の携帯には警報が出てますというメールが来るよ

うになりました。まあ、メールが来たからといってどうするわけではないのですが、心構え

としてメールが来るように今そういうことを始めております。以上です。 

会長 はい、ありがとうございます。JR 鎌倉駅さん。 

東日本旅客鉄道 

鎌倉駅 

はい、鎌倉駅水島と申します。よろしくお願いいたします。まずは先程ありましたが、御礼

になりますが、当社、2 月の雪害の時に、帰宅困難、電車が運行できなくなりまして、その

際には生涯学習センターを開放していただきまして、多くのお客様をそちらで休ませていた

だきまして、ありがとうございました。引き続きまた何かありましたらよろしくお願いいた

します。で、当社のほうの基準なんですけれども、地震、風、雨それから濃霧という基準が

社内の規定にございまして、それぞれ独自の観測地点を設けておりまして、その基準に達し

ましたら徐行運転、または運転中止という関係で行ってまいります。すべてにおいて東京に

あります輸送司令室からの指示になりまして、駅単独での指示というのはできていませんけ

れども、一応その運行基準をもって運行管理をさせていただいております。あと気がついた

のですが、今、風水害対策編、それから地震災害対策編をぱっと見たのですけれども、こう

いう災害時に今日ご出席の皆様の緊急連絡体制というのですかね、多分、有線電話が使えな

くなった場合とか、連絡方法をどうすればいいのかというのが、こちらには何も明記されて

いなかったのですよ。ちょっとほかの駅とか回ったときに思ったのですけれども、茅ヶ崎市
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は駅にも行政無線ですか、が設置してありまして、市役所に非常時に無線体制で連絡取れる

というのを茅ヶ崎市ではやっておりました。確か他の市でもそういうのを見た気がするので

すが、そういうのは多分大地震とかが発生した場合には有線電話が使えなくなったときに鎌

倉駅からは市の防災課へどうやって連絡したらいいのか。まあ、場所的にはうちは近いから

平気ですけれども、そういう体制が整っているのかわかればお聞きしたいかなと（思ってお

ります）。 

会長 はい、では事務局から。 

事務局 

長崎 

はい、あの、災害時の連絡体制というお話がありましたけれども、まず地域防災計画の資料

編というのを各関係機関には配布させていただいていると思いますけれども、ここの中で今

お話のありました主な関係機関につきましては、まずは有線電話の連絡先を明記して、お互

いに把握しようという形をとっております。それと有線電話が普通の場合、公的機関の場合

は神奈川県の防災行政通信網が整備されておりまして、こちらのへんちょっと見にくいので

すが、角のあたりにピンク色の電話がございます。こういったもので補完するというのが一

つ。それから無線機なんですけれども、市の内部の避難所、支所等につきましては MCA 無線

ということで、デジタル無線機のネットワークを完備しておりますが、現在外の機関との交

信というのはできない状況です。この辺が今後の課題かなと思っております。ただ JR さん

にあってはですね、昨年の 3 月に津波を想定した避難訓練をさせていただいたと思うのです

が、その際に衛星携帯電話を活用して連絡を取り合うというようなメニューを行った記憶が

あります。そういったような災害用の固定電話以外の手段というのは多数ございますので、 

そういったものをうまく組み合わせていってですね、連絡体制の確保に努めてまいりたいと

思っております。 

東日本旅客鉄道 

鎌倉駅 

ありがとうございます。あの、その衛星電話なんですけれども、多分、それは市のほうにも

あるのですか。 

事務局 長崎 はい、ございます。 

東日本旅客鉄道 

鎌倉駅 

あの、そういうのを活用していきたいと思いますので。実は当社も 9 月 1 日支社独自で大掛

かりな防災訓練を行いますので、そのときに衛星携帯電話とかを活用するということで、ワ

イマックスとか衛星携帯電話を使っての訓練になるかと思います。 

たぶん、実際に災害が発生した場合についてはそういうような無線が有効活用になると思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。では、日本通運さん。 

日本通運 日本通運の苅部でございます。私どもの役割としては主に緊急物資の輸送、保管ではないか

と思います。鎌倉市がですね、こういった災害が起きたとき、だけであればその規模によっ

て輸送する車両だとか、保管する倉庫、これは周辺の拠点だとか、それからトラック協会等

ございますのでそういった協会を含めて供給ができるかなというふうに思っております。た

だですね、東北の震災のように大規模な、例えば神奈川県全体で同時に大きな災害が出たと

きにやっぱり持っている供給力というのは、ある程度限られているのでそれをどう分割する

か、していかなければならないか、といったところがひとつ我々の課題かというふうには思

っておりますので、どうしてもそうなると全国ネットというのもあるのでやるのですが、逆

に言うと緊急性がなくなってしまう、という課題がやっぱり正直なところあるかなと。これ

は東北の震災のときもですね、どうしたらトラック協会と全体でたくさんの車両を出したの

ですけれども、やはり時間的な部分では迅速な対応というのは大規模な災害になればなるほ

ど時間がかかってしまうという問題点がありました。これをどうクリアしていくかというの

が私どもの課題かなと考えております。あと当社の取組みですけれども、震災を受けた中で
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は先ほどお話はありましたけれども、衛星無線をつかって、まずは連絡がとれるかどうか、

それからもっというと、ここにいらっしゃる関係者の方の安否ですよね。まず安否をとると

ころからやろうということで、当社では携帯電話で安否確認というのをやっています。です

からそういった実際の災害を想定して、そういうシミユレーションをやることも大事なのか

なというふうに思っております。以上です。 

会長 はい、ありがとうございます。東京電力さん 

東京電力 東京電力の大橋と申します。よろしくお願いいたします。我々ライフライン事業者としまし

ては、こういった風水害等の災害が発生した場合におきましては、電気設備等等の早期復旧

が必要不可欠と考えております。その電気復旧にあたりましては行政の方々、警察の方々、

消防の方々、といかに情報の共有化をはかり、災害発生状況、場所、規模等々の情報の共有

化をどのようにはかっていくかが課題となっております。今後、連携を図りながら対応して

まいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございます。 

東日本電信電話 NTT の番場です。風水害に特化したマニュアルは特になくてですね、災害対策といったかた

ちのマニュアルで動いております。ハード面でいうと、通信を確保するために主要電源が使

えなかった場合に、各ビルにはエンジンが積んであるのですけれども、そのエンジンを水害

対策という形で 2 階のほうに移設する工事を今まさにしているところです。以上です。 

会長 ありがとうございました。各委員からご意見いただきましてありがとうございました。では

山本専門委員からお願いします。 

山本専門委員 今、いろいろな水害が起こってですね、各地大変な思いをしているかと思いますが、先ほど

から出ていますよう、この鎌倉でも同じようなことが起こりうるという可能性があるわけで

すので、それに備えた対策を今、計画の見直しをしていますけれども、これをよく具体的に、

ではどうするかということを考えていかなければならないのではと思っております。特に礼

文島であったときに、町長さんが職員の数が足りないので、避難所を開設できなくて避難勧

告を出せなかったというようなことをおしゃっていましたが、あるいは 100 名という人数だ

ったそうですが、それでもやはり町としては対応していかなければならないので、そういう

ことをいわなくてもいいようにやはり職員の方々を教育して、また訓練してやっておかなく

てはならないんだろうなあと思います。あの、今年の 3 月に御蔵島というところで訓練をや

ったのですけれども、そこはですね、職員の方は 16 名しかおりません。320 名くらいの島

民の方がおられるのですが、避難所の開設をしたのは学校の先生方でした。で、学校の先生

が独自に避難所の開設のマニュアル等を作って自分たちもやらざるをえないということで、

生徒さんたちも炊き出しをしたりしてやっておりましたので、まあ、そういうふうなことも

含めて鎌倉市でも計画を作って終わりではなくて、それからどうするのかということを実行

できるような体制作りをしておかないと、いざというときに役に立たないのではないかとい

うふうに思っておりますので、とくに各部長さんたちはそれぞれの役職に応じて見直しをし

まして、今自分たちはどんな体制作りをしなくてはならないのか、ということをこれから考

えていただきたいなと思っております。 

会長 ほかにございませんか。他に無いようでしたら、質疑を打ち切らせていただきます。 

議題１について、お諮りします。 

お示しした案のとおり、ご承認いただけますでしょうか。 

ありがとうございました。ご承認ということで確認をさせていただきます。 

次に報告事項（１）鎌倉市における防災対策の取組み状況について事務局から報告がござい

ます。 
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事務局 

阪中 

 

 

 

 

 

事務局の阪中です。報告事項（１） 防災対策の取組状況について、報告いたします。 

本市では、東日本大震災の教訓を踏まえ、各種防災対策に取り組んでおりますが、現在、特

に重点的に取り組みを進めている事案につきまして、概要を報告させていただきます。 

 

お手元の資料４をご参照ください。 

１点目は、避難勧告、避難指示の発令基準の見直しです。 

鎌倉市では、従来から、災害により危険が切迫した場合は、避難の勧告または指示を行うこ

とを、地域防災計画に定めておりましたが、昨年、姉妹都市である山口県萩市の豪雨災害や、

10 月に伊豆大島で発生した大規模な土砂災害、同じ時期に植木で発生した土砂崩落などの

教訓と、気象庁による特別警報の創設などを踏まえ、避難勧告・避難指示の発令基準につい

て見直しを行い、本年 4 月から運用を開始しております。 

具体的な情報の種類といたしましては、お手元の資料（４）の表にありますように、避難準

備情報・避難勧告・避難指示となります。 

避難準備情報は、一般の方については、文字どおり避難の準備にとりかかっていただく段階

で発令する情報ですが、避難行動要支援者の方など、避難に時間を要する方の場合は、避難

行動を開始していただく必要があるケースも想定されます。 

避難勧告は、通常の避難行動を開始していただく必要がある場合に発令する情報で、さらに

事態が切迫した場合には、避難指示を発令し、迅速な避難行動を促すこととしています。 

対象とする事象につきましては、資料の下（４）に記載の河川につきましては鎌倉市内を流

れます 2 級滑川、柏尾川、神戸川につきまして、はん濫注意水位のときには避難準備情報、

避難判断水位のときには避難勧告、はん濫危険水位にあがったときに避難指示を各洪水の想

定区域内の住民の方に発令いたします。土砂災害につきましては、スクリーンをご覧くださ

い。これは土砂災害警戒情報、神奈川県の砂防海岸課が提供しております土砂災害警戒情報

を補足する情報です。これはどなたでも閲覧することができます。この中で例えば鎌倉市の

稲村ガ崎五丁目、これで土砂災害警戒情報、ここで警戒判定メッシュが 1 キロメッシュ、5

キロメッシュあります。これがスネークライン図といいまして、各メッシュごとのその代表

するこの縦軸が 1 時間の積算雨量、横軸が土にしみこんだ土壌雨量指数であります。現在多

分雨が小康状態なのでこの赤い丸がここの部分に止まっております。過去の雨量、雨が降っ

たときのスネークラインを出しますと、例えば、このように雨がだんだん降りますと、この

黄色いラインにはいってくると、大雨注意報の範囲です。赤い丸が現在のその地点での位置、

青い丸がその１時間後の想定の位置、水色の丸が 2 時間後の想定の位置です。この橙色の部

分が大雨警報の土砂災害に警戒する大雨警報の範囲です。それが赤になりますと土砂災害警

戒情報が出るときの範囲です。この部分がメッシュごとにこの情報が入りますので、気象庁

さんや神奈川県砂防海岸課さんとも相談しながら、どの範囲に避難勧告等の発令を出すかと

いうことを決めていきたいと考えております。 

津波につきましては津波注意報が発表された場合、避難準備情報、津波警報が発令されると

避難勧告、大津波警報が発表された場合は避難指示を、鎌倉市内の市内全域に発令します。 

武力攻撃緊急対処事態につきましては、いきなり避難指示を発令いたします。 

情報の伝達方法につきましては、通常の気象警報の伝達と同様の手段を用いることとなりま

すが、状況に応じて、車両による広報など、臨機応変に対応する必要があると考えておりま

す。 

今月（8 月）だけを見ましても、台風 11 号の影響により、三重県では特別警報の発表を受

け、一時は県内で 50 万人以上に避難指示が発令され、また、今月（8 月）20 日には広島市
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で局地的豪雨により、80 名以上の死者・行方不明者が出るなど、特に風水害による被害が

多く見られます。 

来月以降は、例年、台風シーズンとなり、大雨による災害の発生しやすい時期となることか

ら、的確な運用により、被害の軽減を目指してまいります。 

事務局 

窪田 

続きまして、防災対策取り組み状況の２点目としまして、南海トラフ地震対策推進特別措置

法の対応について説明させていただきます。 

資料 4 の裏面をご参照ください。 

本市では平成２５年２月に地域防災計画地震災害対策編の改訂を行い、これにとって様々な

施策を推進してまいりました。 

 平成２５年１２月に南海トラフ地震対策推進特別措置法が施行され、本市はその地震防災

対策推進地域及び津波避難対策特別強化地域に指定されています。 

 同法によれば、市町村は南海トラフ地震防災対策推進計画及び津波避難対策緊急事業計画

の策定と、これに基づく事業を行う場合、財政上の特別措置を受けられることとなります。 

 本市としては、これまで地域防災計画に沿って津波避難対策を進めてきたところですが、

同法に規定される両計画の策定とこれに基づく施策への財政上の優遇措置を得て、さらなる

施策の推進を図りたいところです。 

 同特措法とそれに基づく優遇措置等については、本年６月に神奈川県の開催した説明会に

おいて正式に案内がありました。それによると、今年度実施事業も含めた津波避難対策に係

る事業費が優遇措置の対象となる可能性があるが、そのためには本年９月頃までに両計画の

策定をしなければならず、また両計画を地域防災計画に位置付けるために防災会議の決定を

経なければならない等、現実的にスケジュール調整が困難であることが明らかとなりまし

た。 

 一方、平成２７年度以降の対策事業を同法の優遇措置の対象に位置付ける場合、両計画の

策定は本年度中とされており、本市としては２７年度以降の対策事業の推進を目途に両計画

の策定を行うこととし、計画策定に係る情報収集や、準備を始めたところです。 

 今年度は現在対策事業として位置づけ施策可能な全体計画の策定を行い、２７年度以降の

対策事業として位置づけ可能な関連施策の実施計画については２７年度に策定する予定で

す。 

 優遇措置とは、具体的には津波避難施設の建設、津波避難路の整備などの事業に対し、国

の負担や補助割合の特例措置を指します。 

 本市としては、国、県、庁内関係各課との調整などを行い、避難対策事業の充実を図るべ

く取り組んでいく考えです。以上で報告を終わります。 

会長 ただいまの報告につきまして、ご質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

こどもみらい部どうぞ。 

こどもみらい部 こどもみらい部長の進藤と申します。関連でですね、公立保育園の津波対策事業についても

この場をお借りしてご報告させていただきたいと思います。まず、鎌倉市内には、海岸の近

くにある公立保育園が 2 園ございまして、今日お配りの鎌倉防災読本の 7 ページ 8 ページを

開いていただきたいと思います。7 ページ 8 ページのちょうど見開きの真ん中にですね滑川

という大きな河川がありまして、そこを上っていきますと、鎌倉市の消防本部がちょうど見

開きの真ん中ぐらいに書いてあると思いますが、そこを右手のほうに移りますと野畑ビル、

鎌倉バンビルと書いてありまして、この鎌倉バンビルのすぐ裏側に材木座保育園という公立

保育園が１園ございます。ご覧のように紫色のところでありまして、左上の凡例をみますと

5 メートル以上 8 メートル未満の津波が想定されるところでございます。それともう 1 園が
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中央からやや左側に行くと、海岸沿いに稲瀬川、美奈能瀬川という河川がありまして、そこ

をちょっと上っていくと黒く 6 と書いてあるところがあるのですが、この辺に稲瀬川保育園

という公立の保育園があります。やはりここも材木座保育園と同様に紫色の 5 メートル以上

から 8 メートル未満の津波が来る浸水予測図の中にあるところでございます。この 2 園の保

育園について、東日本大震災を踏まえましてですね、県が公表しました津波浸水想定区域の

中の一つであります、明応型地震の場合には今いったように 5 メートル以上から 8 メートル

の津波浸水区域に入っているということ、それと同じく対象地震の一つである南関東地震の

場合、早ければ 13 分程度で 3 メートル程度の津波が海岸まで到達する可能性が指摘されて

おります。これらの津波想定をもとにしまして、津波の危険性がある場合には速やかに 高

台に避難するように繰り返し訓練をこれまで実施してきたところでございますが、昨年 12

月に内閣府から公表されました首都圏直下型地震の被害想定の中ではですね、想定ケースの

一つでは最短 8 分程度で 5 メートル程度の津波がくるという可能性が指摘されましたので、

まあ、この立地、材木座保育園の標高は 3.2 メートル、稲瀬川保育園の標高については 4 メ

ートルですが、こういう場所の立地にですね、保育園を今後継続していくことは好ましくな

いという判断をいたしまして、市が新たにこの保育園を移転する計画を現在進めているとこ

ろです。新しく保育園を移転する計画予定地につきましては、先ほどの地図を見ていただき

たいのですが、ちょうど地図の真ん中に江ノ島電鉄が走っていますが、江ノ島電鉄は地図の

ちょうど中央に由比ヶ浜駅というのがございまして、ちょうどその北側の黄色の 0.5 メート

ル未満の浸水区域ではございますが、先ほどのところよりも被害が少ない、ここに市が所有

している土地がございまして、このところに二園を合築しまして統合した保育園として移転

させる計画を現在進めている最中でございます。このなかには保育園のほかにも子育て支援

センター、障害児の放課後利用貸し出し施設を導入しまして、安心して子どもたちが過ごせ

る場所として建設していこうというふうにしているところです。この子ども関連施設以外に

もですね、屋上については地域の皆様の津波避難場所として活用できるように外階段も設け

まして、津波避難ビルとしての位置づけもしていくというところでございます。このスケジ

ュールでございますが、現在この由比ガ浜のところには既存の建物が建っておりますので、

この解体工事を今年のうちに着手しまして、当該地の文化財の発掘の調査を実施したあと、

平成 28 年度にはですね、新園舎の建設が完了できるよう進めているところでございます。

以上報告させていただきました。 

会長 はい、どうぞ。 

消防長 すみません、消防長の高橋でございます。よろしくお願いいたします。今、こどもみらい部

のほうから津波の対策等の参考の話がありましたので、関連して消防本部として津波対策を

含んだ防災対策についてお話をさせていただきたいと思います。まず、当署でございますが、

今、消防本部がある地は由比ガ浜でございます。そこには市民からの 119 番を受ける司令室

がございます。これがですね、津波被害にあわないようにとのことで、この司令室を含んだ

消防本部機能を大船消防署のほうに移転させるため、現在大船消防署の改修工事を行いまし

て、平成 27 年 4 月 1 日に運用開始目標で整備を行っているところです。これはこの時期は

ですね、消防救急無線のデジタル化を実行しなくてはならないということで、それに合わせ

た形で行ったわけでございます。もう一点といたしましては、これもやはり津波の浸水域に

あります腰越のほうなんでけれども、腰越消防出張所でございますけれども、こちらのほう

も、浸水域にあるからということで、用地選定を行ってまいりましたが、適地となるところ

が見つかりませんでしたので、その同場所に建て直す、とうかたちになりました。この建て

直すにあたっては当然耐震性を有すること、それと津波浸水に耐えられる耐水性を有すると
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いうふうな建物というかたちでですね、今現在進めておりまして、今年度に解体をしてです

ね、平成 28 年の早い時期にですね、完成をさせて運用を開始していきたいとこのように考

えております。次にですね、あの、資機材の整備でございます。まあ、消防、消防団を含め

てでございますけれど、資機材の整備というかたちでライフジャケットだとか発電機、投光

機、チェーンソーなどを整備させていただきました。これは震災以降電気、ライフラインが

閉ざされてしまう、というかたちで、やはり我々のところが対応しきれないといけないとい

うことで整備をさせていただきました。それと、消防団もやはり、無線を持っているのです

が、これもやはりデジタル化のほうへ移行しなければならないということでしたので、26

年度中にデジタル化の簡易無線機というものを整備させていただいて対応していくという

形になっております。最後にですけれども、活動の面でございます。消防の場合はですね、

消防計画に基づき行動することになっています、災害が発生した場合。しかしですね、あの、

こういった活動をするにあたってもですね、消防力を動員していかなければなりませんの

で、先ほど団長もお話していたように、消防団との連携は当然のことでございますけれど、

やはり重要なのは、警察さん、海上保安署さん、または自衛隊さんと連携を図るとともに、

本日ご出席の皆様との情報の共有を図っていかないと活動に支障がでるのではというふう

に思っておりますので、今後はよろしくお願いいたします。また消防としてはですね、その

消防計画の中で見直しを行った件があります。それは津波対策でですね、津波の来襲時に本

来、最終最後まで避難誘導にあたっているところだったのですけれども、避難誘導するにあ

たっては消防職団員の安全もはからなくてはならないということで、やはり津波の到達予想

時間をきちっと測ってその間に誘導をおこない、やはり消防職団員も車両とともに自らも高

台に避難をさせて、その後の活動に支障をきたさないような体制づくりに変更したという見

直しをさせていただきました。以上です。 

会長 はい、ありがとうございました。ほかになにかありますか。他にないようでしたら、次に、

報告事項２、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

阪中 

はい、報告事項２今後のスケジュールについて説明いたします。 

お手元の資料２、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）改定基本方針の６ページをご参照く

ださい。 

本日、ご承認をいただきました、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）改定基本方針を踏ま

えまして、計画の原案を作成し、10 月に第 2 回目の幹事会及び防災会議を予定しておりま

す。 

その後、パブリックコメントの実施、及びその意見などを踏まえた修正を行い、『計画案』

として防災会議にお諮りし、ご了承いただければ、その案をもって、確定版の作成を進めて

まいります。 

その後、必要な手続きを経て、計画を確定し、３月に市議会への報告を行うとともに、災害

対策基本法に定められた手続きにより、神奈川県への報告を行います。 

なお、報告後、神奈川県からの『助言』という形で回答があった場合は、対応について検討

し、防災会議に報告させていただきます。以上です。 

会長 はい、ただいまの報告につきまして、ご質問・ご意見等ありましたらお願いします。よろし

いでしょうか。他に、事務局から何かありますか。 

事務局 

長﨑 

追加で報告をさせていただきます。 

一昨日（8 月 26 日火曜日）に、平成 26 年度鎌倉市総合防災訓練を実施いたしました。関係

機関の皆さまのご協力で、予定通りに訓練が終了いたしました。お礼申しあげます。 

今後も、各種訓練の実施を予定しております。内容に応じて訓練参加のご相談をさせていた
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だく場合があるかと思いますが、その際はよろしくご協力をお願いいたします。以上でござ

います。 

会長 一昨日の防災訓練もそうですし、本日の防災会議もそうですが、皆様ご多忙中の中ご協力い

ただきありがとうございました。災害が起きた時には本日ご参加の皆様方との連携というの

が、非常に重要となってまいります。今後ともどうぞご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。これをもちまして、平成 26 年度第 1 回鎌倉市防災会議を終了いたします。 

 


