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平成２３年度 第１回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２４年３月５日（月） 

１４時００分～１６時００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・新倉課長補佐

・末次係長 

※敬称略 

議事録（概要筆記）                         

開会／進行役 

長崎総合防災課長 

【開会／会議成立報告／市長挨拶】 

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、ご多忙の中、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、３８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、会議が成立しておりますことを報

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 【市長挨拶】 

こんにちは。鎌倉市長の松尾でございます。 

本日は、年度末のご多忙の中、鎌倉市防災会議にご出席くださいまして、ありがとうご

ざいます。 

申し上げるまでもございませんが、１年前に発生いたしました東日本大震災の被害、特

に大津波による被害の甚大さは、東西約７キロの海岸線を有する鎌倉市にとりまして

も、他人事ではございません。 

昨年暮れには、神奈川県の検討部会によって、津波浸水予測図の素案が作成、公表され

ました。 

それによると、鎌倉市の海岸には、最悪の場合、１４.４ｍの高さの津波が発生する可

能性があるとのことです。 

津波対策は、喫緊の課題でありますが、地震災害時は、津波以外にも、液状化や建物の

倒壊、ライフラインの寸断など、多くの被害が懸念されます。 

鎌倉市では、こうした事態から、市民の皆さんの生命・身体・財産を守るため、平成２

４年度の早い時期を目標に、地域防災計画の改定に取り組みます。 

今後、委員の皆様には、ご負担をおかけする場合もあろうかとは思いますが、 

どうかご協力を、よろしくお願いいたします。 

長崎総合防災課長 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

なお、皆様のお手元に、委嘱状をお届けしてございます。 

本来であれば、会長がお一人お一人に、委嘱状をお渡しするところでございますが、

時間の関係もあり、たいへん失礼とは存じますが、先にお届けさせて頂いております。 

また、本日は、鎌倉市地域防災計画改定に向けての今年度初めての会議でもあります

ことから、議事に入る前に、委員の皆様の自己紹介をお願いしたいと思います。事前
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にお配りした資料の名簿にそった形で自己紹介を頂きます。 

ただ今、市長から挨拶が有りましたので、二人目の副市長からお願いします。 

 

 

（※各委員自己紹介） 

副市長、大谷。 

市議会議長、伊東。 

総務常任委員長、山田。 

関東農政局横浜地域センター、代理、染谷。 

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター所長、茂木。 

神奈川県鎌倉保健福祉事務所長、深澤。 

神奈川県藤沢土木事務所、代理、鈴木。 

神奈川県企業庁鎌倉水道営業所長、石沢。 

鎌倉警察署、代理、青田。 

大船警察署、代理、山本。 

 

経営企画部長、瀧澤。 

世界遺産登録推進担当担当部長、島田。 

総務部長、廣瀬。 

市民経済部長、小礒。 

こどもみらい部長、佐藤。 

健康福祉部長、代理、鈴木。 

環境部長、相澤。 

まちづくり政策部長、石井。 

景観部長、土屋。 

都市調整部長、伊藤。 

都市整備部長、山内。 

拠点整備部長、高橋。 

教育長、熊代。 

消防長、高橋。 

消防団長、内海。 

郵便事業株式会社鎌倉支店長、山口。 

東日本電信電話株式会社神奈川支店災害対策室、代理、福原・他１名。 

東京電力株式会社藤沢支社、代理、榎本。 

日本通運株式会社藤沢支店長、佐藤。 

東日本旅客鉄道株式会社鎌倉駅長、多賀谷。 

東京ガス株式会社湘南導管ネットワークセンター所長、矢島。 

湘南京急バス株式会社鎌倉営業所長、畑村。 

湘南モノレール株式会社総務部長、尾島。 

鎌倉市医師会救急医療・災害時医療担当理事、中﨑。 

陸上自衛隊第 31 普通科連隊、代理、田邊。 
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長崎総合防災課長 以上です。 

冒頭の会議成立の件で、全員出席と申し上げましたが、３８名中、３６名でございま

す。訂正させて頂きます。 

 

続きまして、事務局書記も紹介させて頂きます。 

防災安全部長、嶋村。 

次長、磯崎。 

課長、長崎。 

課長補佐、新倉。 

危機管理担当係長、末次。 

以上です。本日は鎌倉ケーブルテレビの取材が入っておりますのでご了承頂きたいと

思います。 

 

それでは、お手元の会議次第に沿って会議を進めていきたいと思います。 

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

ととされております。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。 

議題１、東日本大震災以降の鎌倉市の取り組みについて、事務局から、内容の説明を

願います。 

事務局 

（新倉課長補佐） 

事務局の新倉です。座ったまま説明させて頂きます。 

議題１、東日本大震災以降の鎌倉市の取り組みについて、説明いたします。 

お手元の資料１をご参照ください。 

 

昨年３月１１日１４時４６分に発生いたしました、東日本大震災の際は、鎌倉市にお

いて震度４を観測し、その後、大津波警報が発表されたことから、鎌倉市では災害対

策本部を設置し、警戒にあたりました。 

なお、鎌倉市内では、死者・負傷者などの人的被害は無かったものの、交通機関の運

休により、多数の観光滞留客が発生し、避難所を開設するなど翌日まで対応に当たり

ました。 

対応の状況は、２枚目の参考資料をご参照ください。 

 

震災当日、あるいはその後の対応及び東北地方を中心に発生した被害の教訓を踏ま

え、鎌倉市においても、防災対策の見直しに着手し、これまで各種取り組みを進めて

まいりました。 

（※スクリーンに子局と戸別受信機の写真を写す。） 

 

まず、防災行政用無線の難聴地区解消に向けての取り組み状況ですが、屋外子局の６

基増設を行いました。その中の一例、長谷大谷戸と坂ノ下・清和由比様に設置した状

況です。 

またラジオ型の戸別受信機を試行的に導入し、受信状況の確認を行いました。 

平成 24 年度は、この結果を踏まえて、受信可能地域で希望する市民への有償配布を

行う予定です。 
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２点目は、観光滞留者への対応です。 

ＪＲさんをはじめとして、鉄道事業者との協議を継続して行っているほか、新たな避

難場所及び備蓄品の確保についても、引き続き協議・検討を行っております。 

また、神奈川県におきましても、地震災害対策検討会議の帰宅困難者部会において、

随時検討が行われております。 

 

３点目は、津波対策の推進です。 

昨年８月に、千葉県旭市へ津波被害と市の対応視察へ。昨年９月に、静岡県沼津市へ

津波被害の先進事例の視察に、総合防災課職員を派遣致しました。 

 

昨年１１月に、神奈川県が、沿岸域の津波浸水想定図の素案を公開いたしました。 

これまで、電柱への海抜表示３００箇所が間もなく完了するほか、電柱以外への海抜

表示も進めるなど、避難に関する情報提供とともに、沿岸地区の津波避難訓練を実施

してまいりました。 

 

（※こちらが津波避難訓練の様子です。） 

海岸沿岸部自治町内会延べ三千人の方が参加いたしました。 

 

こうした取り組みを踏まえ、一部の地域では、地域による避難路、避難場所の設定が

進められております。 

また、新たな浸水想定地域に立地するビル所有者等に対して、津波避難ビルの指定協

力依頼を行っております。 

今後、既存の山道などを活用した避難路や階段の改良・改修につきましては、地域と

ともに候補地の選定を進めてまいります。 

さらに、新しい津波ハザードマップの作成・配布までの緊急的な対応として、暫定版

津波浸水予測マップを作成し、広報かまくら３月１５日号への掲載を予定しておりま

す。 

こちらが暫定版の、広報かまくら３月１５日号へ掲載予定のものです。 

 

４点目は、地域防災計画の見直しです。 

現在、神奈川県において、東日本大震災を踏まえた、地域防災計画の修正作業が行わ

れております。鎌倉市地域防災計画につきましては、庁内での検討を経て、本日、鎌

倉市防災会議を開催し、実質的な改定作業に着手いたします。 

 

５点目は、市民や職員への意識啓発についてです。 

市民の防災意識の向上を図るため、出前講座による防災講話や地域・地区における防

災訓練などを引き続き実施しております。 

 

※こちらは地域での防災訓練の１コマです。 

２月末現在で、７０団体、延べ 2,853 人を対象に(受講者数)実施しております。今後

も継続的に、実施してまいります。 

また、１月から２月にかけて、鎌倉地域・腰越地域・深沢地域・大船地域でミニ防災

拠点・市立の小学校での宿泊訓練を実施いたしました。 
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※こちら、写真が前後しておりますが、宿泊訓練の様子です。 

稲村ガ崎小学校、腰越小学校、深沢小学校、小坂小学校で実施し、市民延べ 149 名の

方が参加致しました。 

今後は、訓練で得た成果や課題を整理し、避難所運営マニュアルなどに反映するとと

もに、これからも訓練を繰り返す中で、検証してまいります。 

また、本市が被災した場合にボランティアの受入れ窓口となる、災害ボランティアセ

ンターの設置・運用につきまして、関係機関と具体的な協議を開始しており、早い時

期に訓練を行いたいと考えております。 

 

６点目は、放射能対策です。 

市民の皆さまの不安を解消するため、専門家のアドバイスを受けながら、子ども関連

施設を中心に、放射線量、放射性物質濃度の測定を実施し、結果を公表しております。 

さらに、市民向けの簡易空間放射線量測定器の貸出しを開始いたしました。 

 

※こちらが貸出しを行っております。簡易測定器です。１月２３日から貸出しを始め、

２月末まで 119 名の市民の方が貸し出しを受け、測定を行っております。 

 

昨日、３月４日に、専門家を交えた学習会の開催を行い、その後、参加者による意見

交換会を実施いたしました。 

なお、放射能対策の経過等につきましては、参考資料２をご参照ください。 

 

７点目は、土砂災害ハザードマップの作成についてです。昨年、神奈川県が行った、

土砂災害警戒区域の指定を受け、土砂災害ハザードマップを作成いたしました。３月

中に全戸配布を行います。 

 

最後に、被災者支援事業ですが、鎌倉市への避難状況は、２月２８日現在、６６世帯、

１５７名となっております。新学期に合わせ、自主避難を検討している方からのお問

い合わせも頂いております。 

平成２３年度中に、鎌倉市内に避難された世帯について、向こう１年間の支援を実施

する予定となっております。 

 

以上で議題１についての説明を終わります。 

市長 今説明の中で、参考資料２ 放射能対策の取組み経過ですが、 

参考資料２が、配布されていないようなのですので、確認をして下さい。 

事務局 

（新倉課長補佐） 

ただ今準備しておりますので、後ほどお配りいたします。 

市長 失礼いたしました。後ほど配布させていただきます。 

ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問などございましたら、挙手をもってお願

いいたします。 

（※質疑なし） 

特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。 

続きまして、議題２、地域防災計画改定に向けての基本方針（素案）及び、改定スケ

ジュール（案）について、事務局から説明願います。 
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事務局 

（末次係長） 

議題２、鎌倉市地域防災計画改定に向けての基本方針及び改定スケジュールについ

て、説明いたします。 

お手元の、資料２をご参照ください。 

事務局の末次です。よろしくお願いします。 

 

現行の鎌倉市地域防災計画の基本的な考え方につきましては、平成７年の阪神・淡路

大震災の教訓を踏まえた形になっております。 

しかしながら、東日本大震災では、これまでの防災対策の基本的考え方を大きく覆

す事態が数多く発生いたしました。 

こうしたことから、今回の地域防災計画改定に際しては、東日本大震災の教訓を踏ま

えた検討が必要となり、資料に記載のとおり、想定を超えたレベルの津波被害、最大

規模の津波想定に基づく避難計画の必要性、平常時の訓練・教育の重要性、地域コミ

ュニティの重要性といった視点で取り組む必要があります。 

さらに、具体的には、防災会議と専門家、庁内組織の連携、災害情報収集・伝達体

制の整備、災害時要援護者対策、地域の避難訓練や防災教育、帰宅困難者対策、防災

教育の必要性・重要性の再認識といった観点での取り組みが求められております。 

また、特に、津波対策については、避難を原則とした津波対策を推進する立場で、

避難行動の迅速化、津波避難ビル、津波避難空地の拡充など避難場所の整備、国・県

との連携などを踏まえた取り組みを推進することとします。 

 地域防災計画の改定方針につきましては、以上のような、基本的考え方とポイント

を踏まえて進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、資料３をご参照ください。 

 

改定スケジュールにつきましては、本日の会議を皮切りに、２４年度のできるだけ早

い時期に完了したいと考えております。 

防災会議は、今後、５月・１０月・１月を目安に開催を予定しております。 

 また、必要に応じて幹事会を開催いたします。 

 改定にあたりましては、限られた期間で相当のボリュームの作業が見込まれること

から、一部を委託し、効率よく進めてまいりたいと考えております。 

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、ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

どなたかございますか。 

（※質疑なし） 

 

本日は議題１・２と、他にもございますが、そんなに大きなボリュームはございませ

ん。折角の機会でございますので、これまで一年間の課の取り組み、課題等々、もし、

お話して頂ける部分ございましたら、この場でお願い頂ければと思います。 

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター、所長・茂木様、 

もし宜しければお願いします。 

神奈川県横須賀三浦地

域県政総合センター 

防災計画改定については、基本方針で示された内容ですので、何も言うことはござい

ませんが、ちょうど３．１１から一年で、昨日もテレビで震災関係の報道がされてい

て、防災拠点となる市町村の防災機能が失われる事態も東北各地で陥ったかと思いま
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すが、当然、防災計画改定の中で、市役所自体が被災を受けても拠点機能が動かない

ようなものが必要になってくるのかと思っております。 

 当センターでも、建物が被災で失っても近隣に機能を移す想定を入れてつくってお

ります。 

市長 有難うございました。 

 

大船警察署、お願いします。 

大船警察署 地域防災計画改定方針を拝見したところ、部会の各参加団体の連絡体制の確保が非常

に重要になるのではないかと思います。 

この中でも無線による情報伝達が重要だと謳われています。 

実際、３．１１時に停電が発生し、電話は通じるが、ファクスは印字ができなくなり、

県と警察本部との連絡が取れなかったこともあります。 

 

この部会の参加団体の中で、無線機をそれぞれ配り、連絡体制を作ることができれば、

情報が入ってくるのではないかと思います。 

これは予算がからむものなので、検討していただきたいということで提案させて頂き

ます。以上です。 

市長 有難うございます。 

事務局 

（長崎総合防災課長） 

ご提案有難うございます。 

たしかに、各関係機関からの連絡体制は、災害時に重要になってくると思います。 

３．１１にあっても、色々な関係の団体の方と連絡を取り合って、事態に対応したと

いう経過があります。地域防災計画でも、今後無線機という考え方を打ち出してござ

います。 

あとは、携帯電話のメール等で、災害時の３．１１もかなり生きていたという経過も

ございますので、各種通信手段を活用し、連絡体制を確保していくという形で、この

会議の中でも議論を進めていければと考えております。 

大船警察署 ちなみに、川崎市は災害無線を持っており、警察署に一台配置がございました。麻生

区は東西、南北に長いので、連絡が取り難いという状況が有りましたから、設置して

いたようです。確かに前回メール機能は、動いていたというのはあると思うのですが、

想定外を考え、使わないかもしれないのですが、各機関との連絡が取れれば有効では

ないかと、予算的に余裕があれば、配備を希望する意味で参考までに、ご提案させて

いただきました。 

市長 

 

 

 

 

 

有難うございます。 

今後より良い手段でしっかりと連絡が取れる体制つくりを、この議題の中でも取り扱

い、前向きに取り組みを進めて行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

他にございますか。 

それでは、それぞれ、この 1 年間の取り組み課題について順次ご発言をいただければ

と思います。 

 

指定公共機関職員という選出の中から順次お願いします。 

郵便事業株式会社鎌倉支店長、山口様。 

郵便事業株式会社 私どもは、主に被災地域へ被災物資輸送のお手伝いをさせて頂いています。 
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鎌倉支店  

今回の東日本大震災でも、援助物資を無料で送付ということで、だいぶ来ました。し

かし、貰う方では、援助物資の仕分けができず、計画的な仕分けが必要なのかなと思

っております。 

あと、私の意見としては、津波は、いつくるか分かりませんので、どこに逃げるのか、

勉強不足で私自体わかっていない。社員やお客様を守る意味でも、早めにお知らせい

ただければ助かるかなと思います。 

 

東日本大震災時は、ちょうど、郵便を配達している時間帯であり、甚大な被害を受け、

亡くなった社員もたくさんおります。 

逃げ場所を先にご指示いただければと思います。 

鎌倉支店は八幡宮に逃げる様、指示していますが、社員は鎌倉市内全域を郵便配達し

て回っておりますので、配達途中で、どこに逃げるのか、ご指示あったらと思います。

勝手なことばかり言って申し訳ございません。 

市長 有難うございます。 

事務局 

（長崎総合防災課長） 

ご発言有難うございます。津波避難を含めての情報提供でございます。 

説明の中でもふれましたが、３月１５日に、暫定版の浸水予測マップを予定しており、

広報かまくらで市民の皆様に配布すると共に、関係機関や集客施設にも配布できるよ

う、別途印刷も考えており、郵便局に限らず、各企業へも、ご希望を受けて配布を考

えておりますので、是非ご活用いただければと思います。 

市長 東日本電信電話株式会社神奈川支店様、お願い致します。 

東日本電信電話株式

会社神奈川支店 

昨年から市民の方々と話し合いをしてきたのですが、ひとつは、震災時公衆電話が最

近減ってきているので、どこにあるのか分からないと苦情がありました。 

それについては、来年度早々、Web の中で公衆電話の場所の公表準備を進めています。

神奈川県でも一万以上、大小あり、皆様からユニバーサル料金を貰っている公衆電話

は六千以上あり、それ以外に約五千以上あるのですが、どこまで公表するかは別とし

て、Web で見られるように準備を進めております。 

 

昨年度は公衆電話が無く、どこからかけていいのか分からないと、だいぶお叱りをう

けました。毎月ユニバーサル料金をいただいても、何十円、何百円の公衆電話の料金

では、維持管理も出来ないものですから、ご迷惑をおかけしております。 

 

いざとなったら特設公衆電話です。昨年の３月１１日は、電話がつながらないという

ことで、駅前や色々な所に滞留者がたくさん来ました。 

たまたま私どもは、横浜市役所の隣にあるものですから、横浜市役所と話をして、横

浜駅周辺・パシフィコ横浜、横浜アリーナ、遠くは小田原駅前など、行政が言ってき

た箇所については、特設公衆電話を設置したのですが、お互いに、ひどい状況だとい

うことがわからない。私共も会社の中にいるのでどこがどれだけ混乱しているのか、

行政も、人がたくさんいるというだけで、NTT に電話設置を頼むということに気付か

なかったのです。 

鎌倉市さんについては、各小中学校の体育館に事前の設置は終わっています。終わ

っていない行政さんもございまして、事前に配管工事等を行い、電話が体育館等に、

すぐに付けられるように、準備して下さいとお願いしています。 
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お願いしていても、なかなか進まない所もございます。特に平成 11 年頃から進め

ていて、この辺では、藤沢市・横須賀市、鎌倉市、逗子市は、準備が出来ています。

出来ていない自治体には、順次行って下さいとお願いを進めているところでございま

す。 

避難施設ですが、NTT ビルも避難施設にならないかということで、行政から連絡が

ございます。相模湾一体には、割と湾岸近くにございますので、便利ですが、避難ビ

ルに安全かというと、そうでもございません。有人のビルはいいのですが、無人のビ

ルは、外階段は有るのか、無いのか等、行政から問い合わせが有れば、建物担当と話

を進めております。細かいことは、個別に聞いて頂ければ、あとでご回答できるかと

思います。 

市長 有難うございました。続いて、東京電力株式会社藤沢支社様。 

東京電力株式会社 

藤沢支社 

 

３月以降皆様には多大なご迷惑をお掛けしまして、また、ご協力を頂きまして有難う

ございます。鎌倉市さんに係る部分をお話させて頂きます。 

計画停電以降節電をお願いしておりまして、私ども現場管理者といたしましては、突

発的な設備のトラブルがないように、以降、技術の人間を中心に、電気を送るのに重

要な変電所や配電設備にトラブルがないように、巡視を強化させて頂いております。 

震災以降、行政への情報連絡ということで、私どもからの連絡の仕方、組織の有り

方の見直しが完了し、何か起こった時に、個別対応が出来るように組織の見直しをか

けています。一般のお客様への停電の情報も、以前からですが、停電事故が出た時に

は、今どこで、どの位の規模の停電が起きているのか、ホームページでお知らせして

いたのですが、先般、停電事故の解消後、翌日に一週間程度、停電事故の発生した所

・時間・原因もお知らせさせていただいております。いかに情報を皆様へ早く出すか、

取り組みをさせていただいております。 

 

市長 有難うございました。次に日本通運株式会社藤沢支店様。 

日本通運株式会社 

藤沢支店 

東日本大震災の時は、支店でおよそ 100 台の大型トラックを被災地に向かって運行さ

せました。これは国や県の要請で走っている訳でございますが、非常に苦労したのは、

燃料を確保できなかったことです。支店としては約 30 キロの燃料を備蓄しており、

行きは何とかなりますが、帰りは燃料確保に苦労しました。 

防災計画の中に、燃料の確保を考えておかれた方が宜しいかと思います。ガソリンス

タンドは、一般の車で非常に混んでいて、緊急車両がなかなか入って行けないという

場面を被災地で見て参りました。これは神戸の震災の時もそうでした。 

横浜市さんとの防災協定の中で、大規模災害時に、救援物資の受入れに関しては、市

内外の大規模拠点を活用するということで、当社のいくつかの倉庫を拠点とし、全国

各地からの物品集積場として使う想定をしております。 

鎌倉市の場合は大型車が入っていけず、小型車でないと物品を届けられないと考えら

れますので、鎌倉市外にも集積場所を検討されたほうが良いと思います。 

以上です。 

市長 有難うございました。次に東日本旅客鉄道株式会社鎌倉駅長、多賀谷様。 

東日本旅客鉄道 

株式会社鎌倉駅 

3 月 11 日のその時に、鎌倉駅には東京方面に行く上り列車が一編成。北鎌倉駅では、

上り・下り二編成が停まっておりまして、夜遅くまで鎌倉市さんにはお世話になりま

した。 

その後、本年２月７日、読売新聞の神奈川版で、鎌倉に 14.4m の津波がくると新聞に
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大きな記事が出て以来、お客様から、ここは何メートルなのと、よく聞かれるように

なったので、鎌倉駅は線路が有るホームは、7.5 メートルですとは伝えておりました

が、やはりこれだけでは駄目だろうと、鎌倉市防災課長さん達と色々と相談させて頂

いて、近々、観光客向けに鎌倉で大津波が発生した時は、ここに避難してくださいと

言う、社員手作りの地図を駅に貼り出そうと進めています。 

市長 有難うございました。続いて、東京ガス株式会社湘南導管ネットワークセンター所長、

矢島様。 

東京ガス株式会社 

湘南導管ネットワーク

センター 

東京ガスでは、3 月 11 日の地震以外に、今までの大きな地震を踏まえて、地震対策を、

その都度強化してきました。 

今回の地震につきましても、製造設備・高圧導管等、主要な設備については、被害が

無く、供給を継続することができましたが、日立市につきましては、震度６強という

ことで、安全性を考慮し、３万件のお客様がいらっしゃるのですが、一時供給を、東

京ガスとして、ストップさせて頂きました。そして、その後復旧に入りました。 

今回の地震ですが、津波対策ということで、行政が検討されている結果を踏まえ、私

どもも津波の浸水エリアをプロップ化して、その箇所の供給を一時停止し、二次災害

の防止を行うことにしています。 

今回の地震につきましては、ガソリンの確保に非常に苦労いたしました。 

地震以降、ガス漏れ、ガス臭いと言った、お客様からの通報が多く、出動いたしまし

たが、なかなか交通渋滞等があって、ガソリンだけが減って行くことがございまして、

今東京ガスの各拠点で、ガソリンタンクを設置しているところです。 

 それから毎回言われることですが、行政との連絡体制の強化、非常時にお互い状況

を提供し合うことが必要かと思います。 

先程、無線というお話が出ておりましたが、他の行政さんでは、衛星携帯電話を配布

したり等、色んな取り組みがあるようです。 

他の行政との整合性・情報交換をして頂いて、湘南エリアを含めて、検討を進めて頂

ければと思います。 

 

市長 有難うございました。湘南京急バス株式会社鎌倉営業所長、畑村様。 

湘南京急バス株式会社 

鎌倉営業所 

私ども、大型車両を含めて、64 車両を所有しております。全て無線がついてはいます

が、3.11 震災当日は殆どが、基地局の停電により使えなくなり、車庫から出庫した乗

務員との連絡体制がまったく取れなかったというのが実情です。この車両には一般・

観光客のお客様、尊い人命に係ることですから、何とかいち早く避難させなくてはい

けないと、我々は、独自のハザードマップを作りまして、路線の管内で、どの標高に

いるのか、乗務員の意識の中で徹底したところであります。 

震災も緊急性を含む鉄道が使えなくなったとのことで、非常に各バス停に人が滞留い

たしまして、その辺りをどうするのか。 

私は、鎌倉に転勤する前、横須賀だったのですが、人が滞留して、バスの輸送力では、

どうにもならないという状況が２・３日、発生いたしました。 

情報をしっかり頂ければ、対応できるのかなと思います。 

 

市長 有難うございます。次に、湘南モノレール株式会社総務部長、尾島様。 

湘南モノレール 

株式会社 

先程、JR 鎌倉駅さんもおっしゃっていたのですが、交通機関だけではなく、安全な場

所への避難誘導が重要だと思います。今回地震ということで、津波がクローズアップ
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 されているのですが、津波だけが来るという都合の良い話ではなく、雨が降っている

時は高い所に行けば、基本方針にも載っていますが、土砂災害の可能性もあるので、

どこにいけばいいのかという整合性をとって頂きたい。 

東京電力さんがおっしゃっていましたが、停電になり、地震も昼間に起きるとは限ら

ないので、暗くなった時の避難誘導はどうするのか。夜間の対策と津波だけではなく、

土砂災害も含めて総合的に検討して頂ければと思います。 

市長 有難うございます。次に、鎌倉市医師会、救急担当理事・中﨑様。 

鎌倉市医師会 連絡体制をどうすればいいのかが医師会でも問題になっています。 

津波に関しては、海岸沿いの学校が避難所になっているが、これは避難所にはならな

いでしょう。 

医療備蓄をどの程度すれば良いのか、決まっていないので、予算の問題も踏まえ医療

機器等、備蓄検討が必要であると感じました。 

医療活動の依頼があったら、その救護施設に行くということも有ると思うが、皆が皆

そこに行く必要があるのか、先生方が自分の所でも、できるようにすることが必要な

のではないか、救護班のメンバーは一部だけで、出来るだけ自分の所でより近隣を診

るようにした方がよいということも言えると思います。 

市長 有難うございました。続いて陸上自衛隊第 31 普通科連隊様。 

陸上自衛隊第 31 普通

科連隊 

3.11 の当日につきまして、我々は横須賀市武山に駐屯しているのですが、武山は全て

停電でしたので、各県内の状況を把握するのを非常に苦労しました。 

良かった点は、県から支給されている、防災行政通信網で、唯一、発電機で動くもの

でしたので、横浜・川崎の県東部とも連絡が取れました。 

幸い神奈川県内には大きな被害が有りませんでしたので、31 連隊につきましては、千

葉県の旭市、香取市へ４月１日まで、給水支援活動をいたしました。 

事後、非常勤務態勢が続いたのは、７月までが現状で、県からの通信網が大変役に立

ちました。 

県内のいくつかの地域防災訓練に参加させて頂きましたが、地域住民の防災意識が非

常に高かったのを覚えております。 

来年神奈川県が武山駐屯地で、大きな防災訓練をする予定で、31 連隊が全面協力いた

します。鎌倉市で来年行う防災訓練でも積極的に参加し、それとともに連携を図って

いきたいと思っております。 

市長 有難うございました。次は、消防団長様。 

 

消防団長 消防団におきましては、避難・誘導体制、どのような場合に参集するのか等、 

見直しを図っています。後は、資機材の整備ということで、発電機、投光機、ライフ

ジャケット等、次年度配布して頂けるとのことで、先程から聞いていると、電気がな

いと、通信網も使えないとのことで、心配しているのは、消防・警察・役所ですよね。

今発電機は、１階や地下に有るのが多いと思うのですが、津波が来たら初めに電気が

駄目になるとどうにもならないので、その辺も全体で見直していく必要があります。 

電柱に今海抜表示を見かけるのですが、昔からこの土地で育っている人間に取って

は、高台の道が分かるのですが、新たに移り住んでいる方々や観光客にとっては、山

があるけれども、どこに逃げていけば山に行けるのかが分からない。海抜表示と共に、

逃げる方向表示もつけてあげるといいのではないでしょうか。 

市長 有難うございました。大船警察署様。 
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大船警察署 3.11 を振り返りまして、24 時間体制の警察として、実は、鎌倉街道を通って行く運

転手さんがトイレを借りに来てビルの上の貯水槽の水がかれるまで使いました。停電

している関係で水を上げることができませんし、踏切の遮断機が上がらないので、渋

滞になり、車の中で皆が待っている訳で、警察署やコンビニでトイレを借りるため、

ずいぶん水を使ったと思います。普段から多くの貯水が必要だと当時思いましたので

ご報告させて頂きました。 

市長 有難うございました。鎌倉警察署様。 

鎌倉警察署 震災後、鎌倉警察署というより、神奈川県警全体で災害警備計画を見直しました。 

９月 20 日ですが、今まで、災害警備計画が震災・風水害・大規模災害の三つの基本

計画を持っていたのですが、3.11 の震災後は、神奈川県災害警備計画を一本に整えま

した。どこにメリットがあるかと言うと、一点目は、災害が発生した時に、自所属に

参集できない職員が非常に多いという事で三つの招集区分をつくりました。警備本部

等の警備課員の課長以下は、必ず遠くても自所属に参集する。必要な窓口事務員も自

所属に参集する。四時間以内に歩いて参集可能な職員は自所属に参集する。それ以外

につきましては、自分の住んでいる警察署の管内に参集し、署長の指揮官によって、

災害警備に従事する。 

 この災害警備計画の中には、三つの計画を一つにしたのですが、もう一つ騒がれて

いる火山噴火等も含めています。これに基づいて各警察署の災害警備訓練を逐次行っ

ています。 

 発生当日の鎌倉警察の活動でございますが、停電で、管内 104 基、全ての信号機が

止まってしまい、ほとんどの警察官が交通整理に従事しました。これに対して県警と

しては電力の尐ない LED 方式の信号機を付けると、従来一台の発電で、7～8 機が操作

できると言うことで、逐次取り入れています。 

県の方ですが、新聞でも報道がございましたが、信号機の電源を電気自動車にも使

える取組をしていくということです。 

市長 有難うございました。続いて、鎌倉水道営業所長、石沢様。 

神奈川県企業庁 

鎌倉水道営業所 

県の災害対策と整合性を取って見直しを行っているところです。 

これまで度々訓練を重ねて地震対策を取り、市の訓練等にも参加させて頂き、年間四

回・五回と訓練を重ねてきております。 

今回新たに津波の課題ということでもう一度問題を洗い出しております。例えば、私

どもの営業所は、この市役所のそばの、海抜 7m と一段低い所にございます。 

二階建てで、地下に機械室と車両を駐車しています。主だった書類も地下ということ

で、これが大きな問題です。 

今想定しておりますのが、この管内で、14 の大小配水池がございまして、その中で大

きな配水池・災害対策に適合するものを備えた三つの配水池のうちの一つ、山ノ内配

水池に銭洗弁天を経由して緊急的に避難するという想定をしております。一旦はここ

でしのいで、中・長期的には、藤沢営業所に本部を移して対応に当たるということで、

庁内でも検討しているところでございます。 

市長 有難うございました。続いて藤沢土木様。 

 

神奈川県藤沢土木 

事務所 

東日本大震災を受けて、全庁的な取組と致しましては、先程来皆様からお話を伺って

おりますので割愛させて頂きますが、土木事務所としましては、重複する所もござい

ますが、一つ、海岸管理者として、鎌倉海岸・由比ガ浜に、海岸利用者向けに電光掲
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示板とランプで津波注意報や警報が出ると自動的に掲示される物を設置予定。藤沢海

岸では掲示済ですが、二基ほど海岸に設置するということで契約を進めています。 

同じく鎌倉海岸沿いですが、国道 134 号に道路標示盤を二基設置予定、県警さんの方

は既に二基設置されているということで、警報や注意報が発令されると点滅するので

すが、こちらの契約も進めており、順次工事に着手していくということです。もう一

つ、やはり道路の方ですが、鎌倉市さんの取組も有りますが、鎌倉市内の県管理道路

の照明塔に海抜表示のシールをつけることで、標高が 10m 未満の箇所を詳細に調査し

ておりまして、順調にいけば、三月中には全て貼り終わる予定です。 

市長 有難うございました。次に、鎌倉保健福祉事務所様。 

神奈川県鎌倉保健福

祉事務所 

帰宅困難者に関しましては、去年の内に調査いたしまして、停電がない状態で、受け

入れは可能ですが、停電時はトイレの貯水槽が使えなくなります。 

実際震災当日の３月１１日は、帰宅困難者はどなたもいらっしゃらなかった。 

大津波警報も出ており、こちらの事務所は不利な所に有りますので、そう言ったこと

も関係していると思います。 

災害対策に関しては、この地域ではないのですが、普段から近隣の方と連絡が取れて

いる人工呼吸器の方へ、近隣の方が、町の保有する発電機を持ってきて、患者さんの

為に動かしてくれました。これは事前に訓練していて、改めて要援護者対策は日頃か

ら、要援護者を取り巻く地域住民の方々も含めて支援体制を考えて行くことが大事だ

と思いました。  

全体的に関しては、災害対策マニュアルを津波も出ましたので、検討している最中で

す。参集に関しては、3.11 を経験しますと、今までは近くの事務所に参集でしたが、

役立たないので、何とか自所属へ集まるように実際に召集訓練もしております。 

 

市長 有難うございました。横須賀三浦地域県政総合センター様。 

神奈川県横須賀三浦地

域県政総合センター 

先程、地域防災計画改定スケジュールの説明がございましたが、丁度、各市町も同じ

様なスケジュールで見直しを行っております。津波の心配に関しても同じ様で、それ

ぞれ情報を共有し、消防団長からも海抜表示だけではなく、避難路も示した方が良い

とございましたが、そのような表示を行っているところもあります。こうした情報を

共有し、当センターも市役所と協力して効率的にやっていきたいと思っております。 

市長 有難うございました。次に、関東農政局横浜地域センター様 

関東農政局横浜地域

センター 

私共も、以前は応急用食料としての米穀についての、調達・供給業務に関しては、県

内の米穀販売事業者に対して、売却の要請・政府指定倉庫の保管状況を見ながら供給

を行うことが出来たのですが、現在は農林水産省の本省が対応する形となりました。 

私共も、県並びに市町村からの要請の声をいかに本省へつなげるか、連絡調整の業務

が残っておりますので、それらをスムーズに行えるように考えていく次第でございま

す。 

 

総務常任委員長 議会の立場からと言いますか、総務常任委員会の方で防災関係を所管しておりますの

で出席させて頂いておりますが、今この防災計画改定のスケジュールについてお話が

出て参りましたが、どれだけ早く前倒し出来るかが喫緊の課題ではなかろうかと思い

ます。ただ今回の主なる変更は、津波が一番大きなテーマになるだろうから、その辺

りの知見が鎌倉市にどれだけあるでしょうか。 
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これは東日本大震災を経験した地元の行政から、かなり多くの勉強をしてこないと、

実際津波に対してどう動けるのか、動かなくてはいけないのかと、一番、我々にとっ

て、情報量が尐ない所ではないかと思います。 

地震に対しては、かなり、既に有る計画を含めて、ある程度、想定された事が頭に入

っていると思います。様々な報道機関の中身をみるのですが、津波がどのようにして、

一瞬に我々の生活を脅かしていくのか、実感としてわかない。津波が 14.4m という所

だけがターゲットになっている。地震で発生する津波に対して、しっかりと動けるか、

日頃からやって行かなければならないと思っています。 

今回の改定に当たっては、津波に対してどこまで、情報を高めながら、頭の中を整理

していけるか。この所が一番大きな所だろう。私自身も津波に対して情報を高めなが

ら、知見を広め、是非、関係諸機関の皆様からの様々な視点から、津波に対する情報

等を頂ければと思っております。 

今後とも事務局の方で、改定の内容についての情報が出てくると思いますので、出来

るだけ早く検討・着手し、スケジュールが守れる様に私自身取り組んで参りたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

市議会議長 総務の山田委員長から話されたので付け加える事は余りないのですが、3.11 以降、議

会はどの様な取組をしていたのかと、当初の質問に戻りますと、議会の中で今後の対

応について、市民が望んでいる方向に向かっているのかを正す立場で臨んできまし

た。 

中越地震で被災された小千谷市に伺ったことが有りまして、その時に災害対策本部を

立ち上げまして、一番苦慮したのは、マスコミと議会であったと伺い、なるほどと思

いました。議会議員も普段は、地域社会全体の奉仕者を理想にしているのですが、こ

の様な災害時は、地元地域又は、支持団体の代弁者になりかねない。実際に災害の起

きた後、議会がどの様な立場で行動していくのか、問われているテーマです。議会の

存在感が見えないとお叱りを頂いている中で、今後防災計画をつくるに当たり、議会

の中で、市民の皆様に正確な情報を伝えていく役割、地域が抱えている問題を正確に

的確に本部や行政に伝えていくということが基本的には求められているのではない

かと思っております。 

 

市長 有難うございました。 

皆様方のご発言につきまして、ご意見・ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

特によろしいですか。 

（※質疑なし） 

 

特に無いようでしたら、この議題に付きましては、終わりとして了承させて頂きます。 

 

続きまして、議題３に移ります。 

その他、と言う事で、事務局から説明をお願い致します。 

 

事務局 

（新倉課長補佐） 

 

２点ほどございます。 

１点目は、神奈川県による、津波浸水予測の素案についてです。 

現在、明応型地震、慶長型地震、元禄型地震、神縄－松田断層帯の連動地震の、３種
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（長崎総合防災課長） 

類の想定が公表されております。 

鎌倉市においては、明応型地震の浸水面積が最大に、慶長型地震は津波高が最大にな

るとの想定がされております。 

神奈川県に於いて３月中に成案として取りまとめ、公表される予定であります。鎌倉

市はこの結果を受けて、改定版津波ハザードマップの作成を予定しております。 

 

スクリーンをご覧下さい。（浸水予測図） 

こちらが先程説明しました、明応型浸水予測図です。江ノ島から腰越にかけてと、 

同じく明応型浸水予測図、稲村ガ崎から坂ノ下・由比ガ浜・材木座です。 

こちらの想定が成案となりましたら、新たな津波ハザードマップの作成を予定してお

ります。 

 

２点目でございますが、各委員の所属される機関において、震災を踏まえた課題等を

整理・把握されている事と思います。今この場で、各機関からご紹介を頂きました。

本日ご発言頂いた内容につきましては、記録をさせて頂き、今後の会議のデータとし

て使わせて頂きたいと思っておりますが、本日ご発言頂いた以外で、整理・把握され

ておられましたら、その内容も追加でご提供頂きたいと考えております。情報提供の

方法ですが、特に書式は定めておりませんので、別紙に記載し FAX でお送り頂くか、

本日の会議次第に記載して有りますアドレスに送信して頂くか、どちらかの方法で１

ヵ月以内、今月中にご提供頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

特によろしいですか。 

（※質疑なし） 

 

 

皆様から様々な課題、貴重なご意見等を頂きまして、有難うございました。 

今後の防災会議におきまして、皆様方からのご提言、ご提案を含めまして、協力して

参りたいと考えております。 

 

本日は、これをもちまして、平成２３年度、第１回鎌倉市防災会議を終了いたします。

ご協力有難うございました。 

 

 

事務局 

（長崎総合防災課長） 

先程、説明の中で、配布もれがございまして、資料を追加で配布させてもらいました。

大変失礼いたしました。 

閉会 退室 

 


