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＜現在の体系図＞ 

1. 地域防災計画（風水害対策編）見直しの背景 

 

(ア) 現在の鎌倉市地域防災計画 

 鎌倉市の災害対策の骨格となる、鎌倉市地域防災計画は、「地

震災害対策編」と「風水害対策編」、「資料編」の 3 編から構

成されています。 

 地震災害対策編は、東日本大震災を教訓とし、市民・事業者・

行政が連携した防災まちづくりと、新たな津波対策を中心とし

た改定を行い、更に平成 26 年 3 月に一部修正を行っていま

すが、風水害対策編は長期間にわたり改定されていない状況です。 

 

(イ) 風水害対策編を見直す背景 

① 近年、鎌倉市で問題となった災害への対応 

 伊豆大島などで大きな被害をもたらした平成 25 年台風 26 号では、市内の土砂災害警戒区域でがけ

崩れが発生し、岩石が複数の住宅や乗用車を直撃するなどの被害を受け、土砂災害対策の必要性や、避

難勧告・指示の大切さを再認識しました。 

 また、平成 26年 2 月に発生した 2 度にわたる記録的な大雪では、帰宅困難者の発生・一時滞在施設

の開放などの対応を行いましたが、現在の防災計画には記載がされていない災害であり、位置づけを行

っておく必要があります。 

 

② 鎌倉市で想定される災害への対応 

 前述の土砂災害の他、市内ではこれまでも台風や大雨により浸水等の被害を受けており、主要な河川

のはん濫や排水能力を超えた浸水が想定されることから、これらへの対策をさらに推進する必要があり

ます。 

 

③ 風水害対策に関連する最新の基準への対応 

 気象庁が平成25年８月に運用開始した特別警報や、平成２３年に市内全域４１４区域で指定された、

土砂災害警戒区域など、最新の基準や指定への対応を行う必要があります。 

 

④ 国の防災基本計画、神奈川県地域防災計画との整合 

 最新の国の防災基本計画、神奈川県地域防災計画との整合を図る必要があります。 

 

⑤ 鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）との整合 

 鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）には、がけ崩れ対策や通信施設の整備拡充、食糧供給など、

風水害対策と同じ対応を求められる内容が多くあります。 

 市が行う災害予防対策や応急対策として、地震災害対策と共通できる考え方の部分を統一し、実効性

のある計画とする必要があります。 

鎌倉市地域防災計画 

地震災害対策編 

風水害対策編 

資料編 
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2. 地域防災計画（風水害対策編）見直しの方針 

 

 地域防災計画（風水害対策編）の見直しに当たっては、近年の風水害から得られた教訓や最新の国や

県の動向を反映させるほか、実効性の高い計画づくりへの対応を行います。 

 

 近年の風水害から得られた教訓の反映や、市内で想定される災害への備え 

 最新の基準や国、県の動向の反映 

 実効性の高い計画づくり 

 

(ア) 近年の風水害から得られた教訓の反映や、想定される災害への備え 

 

○ がけ崩れなどの土砂災害対策を推進します。 

○ 洪水や内水はん濫など、浸水対策を推進します。 

○ 洪水や土砂災害に対する避難勧告・指示の基準を、最新の知見を踏まえたものに見直します。 

○ 帰宅困難者や避難行動要支援者への対応等を強化します。 

 

○ 平成 26 年 2 月に作成した防災読本等を活用し、土砂災害警戒区域や浸水想定区域の周知を図

るほか、警戒避難体制の整備等の対策などについての記載を行います。 

○ 土砂災害警戒情報のほか、神奈川県土砂災害情報システムを活用することで、地域の実態にあっ

た避難勧告・避難指示を出すことができるよう基準の見直しを行います。 

○ 地震災害対策編と同様に帰宅困難者対策や、避難行動要支援者対策（旧：災害時要支援者）につ

いて対応を記載するほか、雪害など、風水害以外にも想定される災害への対応を記載します。 
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(イ) 最新の基準や国、県の動向の反映 

 

○ 下記の最近改正・制定された防災関係法令等を反映させます。これら以外の最近改正・制定され

た防災関係法令等については、「県計画」により整合を図っています。 

 防災基本計画との整合（以下の二つの法律を踏まえ平成 25 年 6 月改定） 

・「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（平成 25 年 6 月公布） 

・「大規模災害からの復興に関する法律」（平成 25年 6 月公布） 

 「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成 25 年 5月策定） 

 「気象業務法の一部を改正する法律」（平成 25 年５月公布） 

 「水防法の一部を改正する法律」（平成 25 年 7月公布） 

○ 上位計画である神奈川県地域防災計画（平成 24年 12 月改定）との整合を図ります。 

 

○ 最近改正・制定された防災関係法令等の反映 

 防災基本計画との整合（以下の二つの法律を踏まえ平成 25 年 6 月改定） 

・「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（平成 25 年 6 月 21 日公布） 

① 地区防災計画の策定 

住民の責務に生活必需物資の備蓄等を明記するとともに、一定の地区において、地区

防災計画を策定できることについて追加します。 

② 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、指定緊急避難場所として指定します。 

被災者が一定期間滞在する避難所について、その生活環境等を確保するための一定の

基準を満たす施設を、指定避難所として指定します。 

③ 避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮 

やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な

生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環

境の整備に必要な措置を講ずることを追加します。 

④ 避難行動要支援者名簿の作成（庁内において検討中事項） 

高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、本人

からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、

名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすることを追加します。 

⑤ 避難勧告等に係る知事等の助言 

的確な避難指示等のため、市から助言を求められた国（地方気象台等）又は県に応答

義務を課すことを追加します。  
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⑥ 被災者台帳の作成、罹災証明書の交付 

被災者に対する支援状況等の情報を集約した被災者台帳を作成することを追加します。

また、災害による被害に応じた適切な支援の実施を図るため、市長が罹災証明書を遅滞

なく交付することを追加します。 

⑦ 屋内での待避 

災害の性質や発災時の状況によって、 屋外を移動して立ち退くことによりかえって危

険が及ぶおそれがあることから、屋内での待避、屋内における避難のための安全確保に

関する措置についても指示できることを追加します。 

⑧ 安否情報の提供 

災害発生時に家族等が被災者の安否を知ることができるよう、市は安否情報の照会が

あったときは、個人情報保護条例の規定にかかわらず、被災者又は第三者の権利を不当

に害するおそれがないと認められる範囲内で、照会をした家族等に安否情報を回答でき

ることを追加します。 

⑨ 災害救助法の一部改正 

救助の応援に要した費用を国が一時的に立て替える仕組みを追加します。 

 

・「大規模災害からの復興に関する法律」（平成 25年 6 月 21 日公布）の反映 

道路、河川等の災害復旧事業を、必要に応じて市に代わって県や国が行うよう要請する

ことや復興計画の作成について追加します。 

 

 「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成 25 年 5 月）の反映 

避難所運営や復旧・復興のあらゆる場・組織などへの女性参画推進、避難所の男女のニー

ズの違い等男女双方の視点に配慮することなどを追加します。 

 

 「水防法の一部を改正する法律」（平成 25 年 7 月 5 日公布）の反映 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設、大規模工場等における自主的な避難確保・浸水防止

の取組の促進等が規定されたことを踏まえて修正します。 

 

 「気象業務法の一部を改正する法律」（平成 25 年５月 31 日公布）の反映 

特別警報が発表された場合、市は直ちに公衆等に周知する措置をとることが規定されたこ

とを踏まえて修正します。 

 

 

○ 神奈川県地域防災計画風水害等対策計画（平成 24 年 12 月改定）との整合 

次項の図に示すように、現行の鎌倉市地域防災計画風水害対策編は、県計画と大きく構成が

異なっているため、県計画に記載事項との整合を図り、各章において対策計画を充実させます。 
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(ウ) 構成の見直しによる、実効性の高い計画書づくり 

○ 計画書の構成を県計画（風水害等対策計画）と市計画（地震災害対策編）にあわせて見直します。  

   現行の市計画（風水害対策編）の構成 現行との
対応箇所
第１章 ■ 総則

第１章 風水害災害対策の計画的な推進
第１節 第１節 計画の目的、位置づけ
第３節 第２節 市の自然的、社会的条件
第３節 第３節 計画の前提条件
第２節 第４節 計画の推進主体とその役割

第５節 計画の推進管理
第２章 ■ 風水害予防計画

第２章 災害に強いまちづくり
第10節 第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進

第２節 歴史的遺産と自然環境の保全 ※
第１節 第３節 治水対策
第１節 第４節 河川改修
第１節 第５節 下水道整備
第１節 第７節 高潮対策

第８節 水害予防施設の維持補修
第２･14節 第９節 がけ崩れ対策等の推進

第10節 造成地の災害防止
第11節 地盤沈下の防止

第６節 第12節 建築物の安全確保対策
第13節 ライフラインの安全対策

第３章 災害時応急活動事前対策の充実
第５節 第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充

第２節 災害対策本部等組織体制の拡充
第３節 救助・救急、消火活動体制の拡充
第４節 警備・救助対策

第３節 第５節 避難対策
第６節 帰宅困難者対策

第11節 第７節 避難行動要支援者対策
第８節 孤立化地域への対策 ※

第４節 第９節 食料、飲料水及び生活必需物資等の供給対策
第７･８節 第10節 医療・救護・防疫対策
第９節 第11節 文教対策

第12節 緊急交通路及び緊急輸送路等の確保対策
第13節 ライフラインの応急復旧対策
第14節 災害廃棄物等の処理対策
第15節 広域連携・受援体制の拡充
第16節 市民の自主防災活動の拡充強化
第17節 災害救援ボランティア活動の充実強化

第４章 市民・企業への啓発、自主防災活動及び防災訓練
第１節 市民・企業等の役割 ※

第12節 第２節 防災知識の普及と意識の向上
第３節 自主防災組織・防災コミュニティの育成強化 ※

第13節 第４節 防災訓練の実施
第３章 ■ 風水害応急対策計画

第５章 災害発生直前の対策
第２･３･４節 第６章 応急活動体制
第５･６･７節 第７章 情報収集・伝達・広報
第27･28節 第８章 広域連携・受援体制
第10節 第９章 水防対策

第９･11節 第10章 救助・救急、消火活動
第11･12節 第11章 医療救護活動
第８節 第12章 避難・被災者受入れ、保護対策

第14･15･16･24節 第13章 生活救援活動
第13･25節 第14章 保健衛生、防疫、遺体の処置に関する対策

第15章 避難行動要支援者支援対策 ※
第22節 第16章 応急教育
第23節 第17章 文化財等の災害応急対策 ※

第19･20･21節 第18章 交通規制・緊急輸送対策
第26節 第19章 警備・救助対策、環境管理対策
第17節 第20章 ライフラインの応急復旧
第18節 第21章 廃棄物処理対策

第31節
第22章 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関
する活動

第29節 第23章 災害救援ボランティアの受入れと活動
第30節 第24章 災害救助法の適用
第４章 ■ 復旧・復興計画

第25章 復旧・復興対策
第１節 災害復旧計画の策定 ※
第２節 復興体制の整備
第３節 復興対策の実施

■ 火山災害対策計画 ■ 雪害対策計画
■ 船舶災害対策計画 ■ 油流出等海上災害対策計画
■ 航空災害対策計画 ■ 鉄道災害対策計画
■ 道路災害対策計画 ■ 放射性物質災害対策計画
■ 危険物等災害対策計画 ■ 大規模な火事災害対策計画
■ 林野火災対策計画 ■ その他の災害に共通する対策計画

第１章 総 則

第１節 本計画の概要

第２節 防災に関する事務又は業務の大綱

第３節 本市の位置、地勢及び災害記録

第２章 災害予防計画

第１節 水害予防計画

第２節 がけ崩れ災害予防計画

第３節 避難計画

第４節 防災資機材等の整備、備蓄計画

第５節 気象業務計画

第６節 火災予防計画

第７節 医療（助産）救護体制の整備計画

第８節 防疫予防計画

第９節 文教対策

第10節 自然災害回避（アボイド）行政の推進

第11節 災害弱者安全対策

第12節 防災知識の普及

第13節 訓練計画

第14節 保安林内山地災害予防計画

第３章 災害応急対策計画

第１節 実施事項

第２節 災害対策本部等の設置

第３節 動員計画

第４節 配備計画

第５節 災害情報等の収集伝達計画

第６節 被害状況等の収集伝達計画

第７節 災害広報計画

第８節 避難計画

第９節 消防計画

第10節 水防対策計画

第11節 救急医療対策計画

第12節 医療（助産）救護計画

第13節 防疫計画

第14節 給水計画

第15節 食糧供給計画

第16節 生活必需物資等供給計画

第17節 生活関連施設の応急対策計画

第18節 清掃計画

第19節 障害物の除去計画

第20節 輸送計画

第21節 交通対策計画

第22節 文教対策計画

第23節 文化財対策計画

第24節 応急仮設住宅建設及び住宅の応急修理計画

第25節 行方不明者等の捜索及び死体の処理・埋葬計画

第26節 警備対策

第27節 自衛隊派遣要請計画

第28節 応援要請計画

第29節 民間団体活動計画

第30節 災害救助法の適用

第31節 災害相談対策

第４章 災害復旧計画

改訂後の市計画（風水害対策編）の構成
（県計画風水害等対策計画と市計画地震災害対策編と整合）

※ 市計画独自の構成項目
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○ 計画書に対応課を明記し、どの部署が担当する取り組みかがわかるようにします。 

図：葉山町での記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 今後のスケジュール（予定） 

 

 平成 26年 平成 27年 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

防災会議 

    

 

  

 

パブリックコメント    

  

   

地域防災計画 

（風水害対策編）

改定 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

計画案検討 

パブリックコメント 

● 

8/28 
基本方針案 

● 
計画原案 

審議 

方針案検討 

計画原案検討 

● 
計画案 

審議 

最終とりまとめ 

対応課を明記 


