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平成２４年 第２回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２４年５月３１日（木） 

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・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 

開会／進行役 

長崎総合防災課長 

【開会／会議成立報告】 

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、３５名で、現在の定数３９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 【市長挨拶】 

こんにちは。鎌倉市長の松尾でございます。 

本日は皆様ご多忙の中、鎌倉市防災会議にご出席を賜りまして、ありがとうございます。 

昨年の東日本大震災発生以降、全国の自治体でも、防災対策は重要な課題となっておりま

して、ここ鎌倉市におきましても同様でございます。 

平成 23 年度に行った緊急対忚とあわせまして、平成 24 年度は、今般の地域防災計画の改

定が最重要課題でございます。地域の皆さまが主体となった防災計画を考えているところ

ではありますが、平成 23 年度におきましては、津波からの避難訓練や防災に関するイベ

ント等々、取組を実施して参ったところでございます。行政といたしましても、一過性の

ものとせず、継続して行くことが重要と思っております。 

その中でも、この地域防災計画改定が最重要課題となって参ります。 

委員の皆さまには、引き続き、ご理解、ご協力を賜りますことをお願いさせていただきま

して、冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日も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。 

次第に、本日の会議資料ということで、資料Ⅰ、資料Ⅱをお送りしてございます。 

本日お持ちでない方がいらっしゃいましたら、お渡しいたしますがいかがでしょうか。 

それでは資料をお配りいたします。 

なお、前回の防災会議以降、新たにご就任いただいた委員の方を、ご紹介いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

（※各就任委員紹介／各委員挨拶） 

関東農政局の松井委員。 

神奈川県藤沢土木事務所の木下委員。（代理村上） 

鎌倉警察署の小林委員。（代理小林） 

東京ガス株式会社湘南導管ネットワークセンターの大森委員。（代理蔦ヶ谷） 
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鎌倉市政策創造担当の比留間委員。 

鎌倉市都市整備部の山田委員。 

 

有難うございました。また、本日お見えになっておりませんが、鎌倉女学院中学校・高等

学校校長の錦昭江委員にも、新たにご就任いただいており、現時点で唯一の女性委員とし

て、ご意見を頂戴したいと考えております。 

続きまして、鎌倉市防災会議条例に基づき、専門委員にご就任いただきました、山本忠雄

様をご紹介いたします。 

山本専門委員 ご紹介いただきました、山本でございます。 

陸上自衛隊を退職後、静岡県庁・防災局で５年防災をやり、その後も政府或いは自治体の

防災訓練等のお手伝いをしておりました。 

この度、縁が有り就任いたしました、皆様と共に鎌倉市の防災対策・整備に務めてまいり

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

長崎総合防災課長 有難うございます。 

 

山本専門委員からは、今後、計画素案作成にあたり専門的なお立場から、各種アドバイス

等を頂戴したいと考えております。よろしくお願いいたします。 

続きまして、傍聴についてお諮りいたします。本日の会議は傍聴の希望がございますが、

傍聴を認めることでよろしいか、お諮り願います。 

市長 それでは、今事務局の説明通り、傍聴を認めるということで宜しいでしょうか。 

（※各委員、承認） 

長崎総合防災課長 

 

 

 

 

 

有難うございます。それでは、傍聴者入室のため、一旦休憩致します。 

 

【傍聴者入室】 

お待たせいたしました。 

本日は傍聴有難うございます。 

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。 

 

それでは議事に入りたいと思います。 

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。 

議題１、鎌倉市地域防災計画改定項目（内容）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、山村です。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

 

議題に入る前に、今回の東日本大震災で多くの死者・行方不明者が出ました、「岩手県宮

古市の東日本大震災復興計画」の一部を画面にて紹介させていただき、それに基づき、津

波災害にかかる『減災』の考え方をお示しさせていただきたいと思います。  

 

※【復興計画Ｐ.１０ ①減災の考え方】 

「減災」の考え方。 
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本市は、過去幾多の津波災害を経験し、その都度その得た教訓を生かしながらまちの復興

を図ってきましたが、自然の力はあまりに大きく、この度の大津波は、再び多くの尊い命

や貴重な財産を奪い去りました。そして防潮堤や防波堤等の海岸保全施設だけでは、津波

を完全に食い止めることは困難であることも明らかにしました。未来を担う子どもたち

が、自然の猛威にさらされることなく、安心して暮らすことのできる故郷の復興に向け、

再び同じような被害は絶対に出さないという強い決意をもって、今後のまちづくりに取り

組む必要があります。 

今後の津波対策としては、起こりえる最大の津波の高さを目標とした、防潮堤等の海岸保

全施設の整備を進めるという考えもありますが、地形条件や社会・環境に与える影響、施

設整備に要する費用、事業期間の長期化等の観点から、その整備は必ずしも、現実的では

ないと考えられます。このため今後進めるべき津波対策は、これまでの防波堤や防潮堤を

中心とした、防災施設のみで防御するのではなく、ハード・ソフト両面の防災手法を組み

合わせた、仮に被災したとしても、人命が失われることがなく、被害をできるだけ最小化

する「減災」という考え方を、今まで以上に重視する必要があります。 

 

この「減災」の考え方など、さまざまな東日本大震災の教訓を生かし、鎌倉市地域防災計

画の改定を実施いたしますので、関係委員の皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

それでは、議題１、鎌倉市地域防災計画改定項目（内容）について、説明いたします。 

事前に配布させていただいております、資料Ⅰ及び資料Ⅱをご参照ください。 

 

資料Ⅰは、前回の防災会議でご承認いただきました、改定基本方針でございます。 

資料Ⅱは、改定基本方針の具体化に向けて、事務局による検討結果を掲載したものとなっ

ております。 

左から、基本方針、具体的な見直し項目、国又は神奈川県の方向性につきまして、基本方

針の掲載項目に合わせて記載いたしました。 

中央の具体的な見直し項目については、３通りの記載内容となっております。 

明朝体で記載したものが、昨年度から、市役所内部での検討で挙げられた項目、アンダー

ラインを表示しているものが、前回の防災会議において、委員の皆さまからご指摘をいた

だいた項目、ゴシック体で記載したものが、事務局による検討項目となっております。 

記載内容に沿って、要点をご説明いたします。まず、計画の前提となる部分につきまして

は、具体的な見直し項目として、想定すべき地震及び津波の見直しが挙げられます。 

さらに、津波の対策につきましては、発生確率が、百年に一回程度の、近代で最大の津波

を「レベル１」、発生確率が、千年程度の最大級の津波を「レベル２」と設定し、２段階

の対策を講じることとします。 

これにつきましては、右側の欄の国の基本方針におきましても、②津波対策の充実のなか

で示されております。 

次の項目では、防災まちづくり方針の検討として、鎌倉市の特性である、観光客など、 

市外からの来訪者にも配慮した取り組みを進めてまいります。 

次の、災害情報の収集、伝達体制の整備につきましては、市民の皆さんから、また、前回

の防災会議においても多くのご指摘をいただいており、今後、神奈川県の方向性なども参

考としながら、より具体的な対策を検討する必要があります。 
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２ページをご参照ください。 

③災害時要援護者対策への取り組みにつきましては、高齢化の進んでいる鎌倉市の現状に

鑑み、国の支援プランなどを参考に対忚を検討する必要があります。 

次の、④帰宅困難者対策につきましては、昨年３月に鎌倉市内でも、約 5,000 人の帰宅困

難者が発生したことを踏まえ、避難所の追加指定、交通機関の運行情報の提供など、神奈

川県の方針とも連動させながら、きめ細かな対忚を検討する必要があります。 

具体的には、昨年の東日本大震災で、実際に帰宅困難者を収容した公共施設を中心に、追

加指定の検討を進めてまいります。 

 

３ページをご参照ください。 

⑤地震や土砂災害への継続的な取り組みにつきましては、前回の防災会議でご指摘いただ

いたように、あらゆる災害を想定した、総合的な検討が必要となります。 

次の、⑥防災教育の必要性・重要性の再認識につきましては、児童生徒への防災教育とと

もに、行政職員や教職員に対する意識啓発や、保護者、地域との協力が重要となってまい

ります。 

東日本大震災の教訓を踏まえ、鎌倉市の地域防災計画の改定基本方針に掲げた項目につい

て説明いたしましたが、これ以外にも、改定項目として議論の対象となっているものがあ

り、今後の検討素材としてまいります。 

職員の忚援体制以下、３ページ後段から、４ページにかけて掲載の項目でございます。 

また、今回の改定は、ほぼ全面改定に近い内容を予想しておりますので、本日の資料に掲

載されていない項目につきましても、現状に合わせた時点修正を行い、整合を図ってまい

りたいと考えております。 

 

次に、大きな課題として、新たな津波想定への対忚が挙げられます。 

本日お配りしました、資料Ⅲをご参照ください。 

「レベル１」、「レベル２」の表題になっているものでございます。 

この資料は、独立行政法人 港湾空港技術研究所の作成によるもので、「レベル１」の津

波は、防潮堤などの海岸保全施設で防ぎ、その結果人命・財産・経済活動を守ることとし、

それをはるかに上回る「レベル２」の津波は、保全施設で防ぎきれない避難などのソフト

対策を組み合わせて人命を守り、経済的損失を軽減するなどの「減災」を図ることとして

おります。鎌倉市におきましても、この考え方に沿って津波対策を構築し、市民の生命を

守るための避難計画や、情報伝達体制の整備は、「レベル２」を基本として再構築すると

ともに、改訂を予定しております、津波ハザードマップにつきましても「レベル２」を具

体的に反映させることが重要で、津波防災の専門家のアドバイスなども必要であると考え

ております。 

 

昨年度末に、神奈川県により、新たな津波浸水予測図が公表されました。 

本日、資料として「鎌倉市津波浸水予測図（暫定版）」を配布させていただきました。 

これは、神奈川県の津波浸水予測図の素案を基に、明忚型の津波浸水予測域と、現状の避

難場所等を掲載したもので、3 月 15 日号の広報かまくらに印刷し、全世帯に配布したほか、

別途印刷し、問い合わせ等に対忚しております。 

また、併せて「海抜マップ」も配布させていただきました。 

このマップは、避難情報提供の一つの方策として、昨年 8 月の広報紙に掲載したものです
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が、浸水予測図の公表を受け、新たな需要が見込まれることから、増刷したものです。 

今後、新たな避難場所等の指定を踏まえ、改訂版の津波ハザードマップを作成する予定で

す。津波の想定につきましては、先ほど申し上げたように、「レベル１」「レベル２」の

２段階の対策を講じることとしますが、今後は特に、レベル２に該当する、最大級の津波

を想定した減災対策の充実が求められております。 

こうした中で、長期的視野に立った、沿岸部の弱者施設のあり方などについても、議論が

必要になってまいります。これについては、今回の東日本大震災の被災地における、復興

まちづくり計画の考え方なども参考に、検討してまいります。 

 

津波対策の具体的項目といたしましては、資料Ⅱの５ページにまいりますので、ご覧下さ

い。 

①避難行動の迅速化を図る取り組みとして、情報伝達、交通渋滞の緩和策、避難場所まで

のアクセス確保や、事業者、県との連携などが必要となってまいります。 

次、②津波避難ビル、津波避難空地の拡充への取り組みですが、鎌倉市は、比較的沿岸部

に高台が多いことから、高台への避難を原則とし、避難ビルはこれを補完するものとして

位置づけます。なお、津波避難ビルにつきましては、現在 20 箇所ですが、新たに 15 箇所

について協力をいただけることとなり、ただいま協定締結の事務作業中であります。 

これらの対策の考え方を計画にフィードバックしてまいります。 

 

次の③、国・県と連携した中長期のまちづくりへの取り組みにつきましては、昨年末に施

行された「津波防災まちづくり法に関連した対忚」や、関連する行政計画の見直し、現行

の高さ規制の見直しの検討など、全市的・横断的な取り組みが必要となってまいります。 

 

津波対策につきましては、これらの課題や取り組み方針を計画に盛り込んでまいります

が、地域防災計画上、重要項目の一つとして位置づける必要があることから、 

「津波対策編」として記載内容の強化・充実を図ってまいります。 

 

以上、説明させていただきました内容を踏まえて、地域防災計画の改定に着手し、 

計画素案の作成後に、再度委員の皆さまにご検討いただきたいと考えております。 

なお、その時期は、9 月から 10 月を予定しておりますが、その前に、計画の骨子がまとま

った段階で、概要をお送りするなどして、作業の効率化を図りたいと考えております。 

以上です。 

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。 

総務常任委員長 １頁の想定地震の見直しの中で、三浦半島の断層群地震の追加でございますよね。更に方

向性の中では、三連動地震、首都直下型地震の取組の強化促進が、国・県の方向性として

記載されています。これは東日本大震災の場合は大津波に着目しているのは事実なのです

が、首都直下型地震ですとか、この三浦半島の断層群地震というものに対する、津波リス

クは、どの様に判断されていますか。 

長崎総合防災課長 まず、神奈川県の津波浸水想定の対象として、三浦半島断層群単体では想定されておりま

せん。地震のみの対象ということで議論されております。 

国と県の三連動地震、首都直下型地震の考え方ですけれども、国でも現在検討中という状

況でございますので、国の方針も踏まえて、今後鎌倉市の防災計画に反映していく必要性

が、当然出てくるだろうと考えております。 
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総務常任委員長 私が何を言いたいのかと申しますと、津波は確かに大きな被害をもたらしたのは事実です

が、首都直下にしても、三浦半島の追加された想定地震についても、まず地震から、どう

身を守るか、一義的な議論になってくるだろうと思うのです。 

その際は、防災教育との議論になってくると思うのですが、身を守るのは津波からではな

く、まず地震における災害から身を守り、自分の身の安全を確保した上で、津波や地域の

方々へはどうサポートしていくかというのが、次の順番に入ってくると思うのです。 

津波に引っ張られるのは、それはそれで良いとは思うのですが、まずは基本の「き」の字

の、地震そのものに対して、きちっとしていくのが大切で、その意識に戻ることも必要な

のではないかと感じております。 

 

たまたま、あちらに、全国地震予測地図が有り、太平洋側は真っ赤になっております。三

連動地震が起きれば、あの様になるのでしょうが、首都機能が、まったく崩壊した時に、

鎌倉市はどう自立的にその地震に対忚していくのか。個人としては７２時間とにかく自分

の生命を守ることですが、津波とは関係なく、７２時間鎌倉市がどう生き延びるかを考え

ておかなくてはいけないのではないか。 

いわゆる、地震ありきからスタートする考えをもう一度できないかと、このいただいた資

料を読んで思った次第です。異論はないですが、確認の意味で、事務局お願いします。 

長崎総合防災課長 有難うございます。 

津波にとらわれず、まず地震からの被害を考えるべきである、というのはおっしゃる通り

でございます。この資料の構成と致しまして、１頁目の始めに記載しましたのは、東日本

大震災の教訓として、どうしても津波の部分が出てきます。想定からかけ離れた被災とい

うことで、頭に記載したのですが、同じ資料、３頁・⑤のように、津波以外の対策への継

続的な取組も、重要事項としておりますので、今ご指摘頂いたように、まず地震から色々

な物を守り、津波の避難場所にしましても、地震で避難ビルが潰れてしまっては役に立た

ないので、その辺の順番は間違えないようにしたいと考えております。 

総務常任委員長 わかりました。 

これは全体を通じて話してよろしいですか。 

 

先程、防災教育についてふれましたが、今このお話をしているのは、地震が発生した時、

まず自分の身を守るということの、基本の「き」の字が有りますということを、きちっと

したい。自分が海岸にいたら、どう動けばいいのか。 

自分の住んでいる場所は避難訓練等をやっているので良いのですが、例えば、花火を観に

行った時に地震が発生したら、自分はどう行動をしたら良いのか。日常生活の中のあらゆ

るリスクの中で、地震を切り出しただけでも、たとえば、崖の近くにいたら、どうしたら

よいのか。海の側にいたらどうしたらよいのか。ガラスで覆われた高いビルにいたらどう

すればよいのか。様々な状況があると思いますので、そういった防災教育をこの防災計画

の中で、反映させていかなくてはならないと思うのですが非常に細かい逃げ方や避難経路

を市内に細かく展開されていないと難しい話なのではないかと思います。そう言った防災

教育がらみの所で、それぞれの人が鎌倉市内のどこにいたら、自分の身を守る為に、どう

行動をしたらよいか、被災することを想定して考えるのか、どのような方向性を持ってお

考えなのでしょうか。 

長崎総合防災課長 まず言えることは、「一」にも「二」にも訓練の繰り返しが必要であると考えております。 

そこに結び付けるために、訓練に参加していただかないと意味がないことですので、そう
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いった地域への積極的な呼びかけ、これは昨年度から、津波からの避難につきまして取組

を進めておりますけれど、今ご指摘いただいたように津波だけではないという側面もあり

ますので総合的な災害から命を守るための訓練を繰り返し実施して、身に付けていくこと

が必要である。今回津波の被害に遭った岩手県の釜石市なども訓練の子供達の防災教育の

積み重ねにより命を救われたという事例も実際ありますので、そういった考え方を参考に

しながら取り組んでいく必要があると考えております。 

総務常任委員長 この辺で止めますけれども、私が言いたいのは、私が鎌倉で住んでいる場所は海抜が 30m

以上だと思います。自宅に居る時、津波はまず考えない。 

しかし私が、仮に、たまたま由比ガ浜にいて、被災した場合、自分は海岸における避難訓

練はしていないので、みずから動けませんから、周囲にいる地元の方々が、自分をどう誘

導してくれるのか、自分はどう動くのか、地元の方を見ながら動くことにたぶんなると思

います。避難訓練は自分を考えると理解し難い所もあるのですが、地元の方が的確に行動

を起こしてさえくれれば、自分はそれに従って行けばいいので、避難訓練の、二次的な避

難、連れ立っていく避難もあると思います。 

観光客が海水浴に来て地震があった場合に、津波として大丈夫だという方と、地震が起き

たら、津波が来ようが来まいが、まず逃げるという方との意識の差が大きいと思いますの

で、その方々を地元の方が助けるということではなく、自分達がまず逃げる姿勢を示すこ

とによって、引き連れて行く、そういったことをうまく、避難教育の中に反映できる様な、

尐し踏み込んだ議論はしておかなくてはいけないと思っております。その辺りを含めての

避難訓練が大事であるということは周知しておりますので、海岸周囲の方々がどのように

反忚出来るようになっているのか、反忚させるようにみずからどう動くのか、というとこ

ろまで踏み込んだ訓練想定を是非しておく必要があ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。 

他にございますでしょうか。 

横三地域県政総合

センター 

帰宅困難者対策と津波対策の所で、避難所のランク付けの考え方が示されています。帰宅

困難者対策については、県では帰宅困難者を受け入れる施設を、一時滞在施設で計画の中

に盛り込んでおります。また、津波対策については、津波避難ビルや津波避難タワーとい

ったものがありますが、こういったもののランク付けの考え方や意味あいについて伺いた

い。 

長崎総合防災課長 帰宅困難者につきましては、ご指摘の通り一時的な滞在施設という形になろうかと思いま

す。実際、昨年の３月も一晩過ごしていただき、無事に帰っていただいたということがあ

ります。津波からの避難ということで、この２頁の記載についてのご質問ですが、一時的

に津波が引くまでの避難をする場所という考え方と、津波が引いてから実際に避難生活を

する避難所というところは、現在鎌倉市の避難所の指定状況は混在しているものもござい

ます。立地条件等で、兼ねざるを得ない施設も当然ございますけれども、津波避難施設と

いわゆる避難所という部分で、もう尐し明確にしたらどうかという意見がございましたの

で、この様な資料の構成になっております。 

横三地域県政総合

センター 

そうしますと、帰宅困難者においては、既に受け入れるための避難所、いわゆる、一時滞

在施設と同じ物ということで、津波の関係については、避難所によっては、すぐに逃げら

れる避難所と、長期的に滞在を兼ねる二種類があると想定してよろしいでしょうか。 

長崎総合防災課長 基本的に、そのような考えで整理したいと思いますけれども、やはり避難所の環境や立地

条件によって例外は出てこようかと思いますが、出来るだけ混乱の起きない形を目指した

いと考えております。 
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市長 有難うございました。 

他にございますでしょうか。 

 

（※質疑なし） 

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。 

続きまして、議題２、指定避難場所の変更について、事務局から説明願います。 

事務局 （山村） 【議題２ 指定避難場所の変更について】説明させていただきます。 

本日お配り致しました、お手元の資料Ⅳ、広域避難場所が載っている資料をご覧下さい。 

 

鎌倉市で、現在指定しております避難場所等ですが、災害の状況に忚じた指定を行ってお

ります。まず、地震による火災からの避難地として、広域避難場所１８箇所を指定してお

ります。１９頁・２０頁になります。 

また、地震災害時の避難場所として、鎌倉市立の小中学校をミニ防災拠点として、その他

の学校等を避難所として指定しております。２１頁になります。 

さらに、めくっていただいて、２５頁・２６頁ですが、津波避難建築物として、沿岸部の

鉄筋コンクリートのビル２０箇所。津波避難空地として、同じく沿岸部の高台を、２０箇

所指定しております。 

 

平成 24 年度予算審議に際し、市議会から、津波避難対策については、地元住民との協議

調整を十分に行い、市の責任の下に、津波避難対策への取り組みを強力に推進するようご

指摘をいただいているところです。こうした状況のもと、今回の東日本大震災を受け、地

域の取り組みの中で、御成中学校、紅ヶ谷市営住宅跡地、名越クリーンセンター、鎌倉文

学館などについて、避難場所としての、地域からの追加指定の要望をいただいております。 

こうした具体的な提案に対しましては、先の市議会の意向も踏まえ、関係機関・関係課と

協議し、可能な限り実現するとともに、避難地への誘導表示につきましても、速やかに設

置したいと考えております。なお、津波避難建築物につきましては、先程申しました様に、

新たに 15 箇所の追加を予定しております。 

また、避難所となっております大船中学校につきましては、現在改築工事中で、仮設校舎

となっていることから、改築期間中は避難所の指定を休止することといたします。 

さらに、避難所の運営や避難所への誘導につきましても、鎌倉市の現状を踏まえた見直し

を行い、混乱の回避を図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、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

総務常任委員長 度々すみません。 

避難所につきましては、今説明いただきましたが、長期的に滞在するための避難所の位置

付けで、また更に長期的にわたる場合、あるいは仮設住宅等の建設は、当然視野に入って

くると思うのですが、そのエリアの確保は、地震でどのように建物が倒壊するかによって

関係してくると思うのです。小・中学校のミニ防災拠点が空地ですと利用できると思うの

ですが、仮設と想定した所までのお考えはありますか。 

長崎総合防災課長 おっしゃる通り、長期に及んだ場合、仮設住宅の建設が必要になって参ります。 

仮設住宅建設可能地の把握につきましては、神奈川県と協議を致しまして情報共有を図っ

ているところでございます。 

総務常任委員長 それではまだ具体的に想定した、事実としての情報はないということですか。 
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長崎総合防災課長 現在、候補地のデーターベース作成の準備を進めておりますので、具体的になった場合に

は、例えば、地域防災計画の資料編に掲載する等で明らかにする必要があると考えており

ます。 

総務常任委員長 最後の確認をします。 

そうしますと、仮設住宅の候補地はあって、具体的にはどれだけの、キャパシティがある

のかは今後の検討なのでしょうが、今の地震想定からいって、どういう被害がおきるかに

ついては想定ができる所も、ある訳ですよね。 

防災会議等で、首都直下型地震が起きたら、何万人が被災するとか、どのくらいの火事が

発生するとか、ある程度シミュレーションがあるのですが、その鎌倉市で起きる、これか

らの地震や津波に関して、どれだけの方々を避難させ、かつ長期化した場合には、どれだ

けのキャパシティとして、仮の住宅の設置が必要かということについては、ある程度数字

としても明確にしながら、仮設住宅候補地の有り様や大きさを考えられていくということ

で理解しておけばいいでしょうか。 

長崎総合防災課長 おっしゃる通りですが、津波の被害に関して申し上げますと、今回の津波浸水予測図で示

されております、神奈川明忚型地震、あるいは 14.5m の高さが想定されています慶長型地

震等の地震に関しましては、まだ被害想定で、何軒の家屋が水没して、どの様な被害が出

るかという部分がまだ明らかに出てきておりません。その部分は今後、数字が出てきた段

階で、見直しをかけていく必要があると思いますが、基本的な考え方は、今おっしゃられ

た通りでございます。 

総務常任委員長 先程、「レベル１」、「レベル２」ということで、津波の高さの説明がありました。尐な

くとも「レベル１」の被災状況というものは、津波浸水からは尐し距離を置いて考えられ

ると思いますので、「レベル１」については、まずやり、それから、今説明があった、津

波浸水がどの程度あるか分からないので、それはこれからだということで、せっかく、津

波に関しても２つのレベルを作った訳ですから、まず出来ることから早く実現し計画の中

に反映することを考えていただければと思うのですがいかがですか。 

長崎総合防災課長 ご指摘の通りでございまして、あえて今回「レベル１」、「レベル２」ということで、説

明させて頂いた意図もございますので、その辺を踏まえて、鎌倉市の防災対策の構築に取

り組んで参りたいと思っております。 

市長 有難うございました。 

他にございますでしょうか。 

消防団長 今の鎌倉市の津波浸水予測図を見ているのですが、この明忚型地震は、8～10m ということ

で、マップが出来ていると思うのですが、これを見ますと由比ガ浜の「鎌倉わかみや」と

か、「海浜公園」は 8.1mで広域避難所になっています。8～10m の津波が来ると言うのに、

8m の所へ逃げるということですか。これは見直すということで 24 年度にまた出るという

ことですが、23 年度の 12 月の時点でこうなっているのですか。この辺の説明を伺いたい。 

長崎総合防災課長 こちら色分けされておりまして、それぞれ海岸の付近で 9m 位の浸水、国号 134 号を超え

ても、やはり 1.2～2.0m以上の浸水ということになっております。 

ご指摘の通り、浸水エリアに、避難空地や避難ビルがございます。ここの部分が、まさに、

先程議論させて頂きました、「レベル１」「レベル２」の考え方とセットになっておりま

す。数十年単位の確立で発生する、「レベル１」の津波に関しましては、やはり従来の避

難場所も指定を取り消すということではなく、可能な限り活用するという考えを持ちたい

と思っております。鎌倉市の津波避難の基本的な考え方は、事務局からも説明がありまし

たが、高台側の周知もございますので、高台側への避難を基本とすることで進めていきた
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いと思っておりますが、やはりどうしても高台への避難が間に合わないといった場合は、

従来のこの避難ビルや近場の避難場所を活用していくという、２段階の考え方を持ってい

く必要があると考えております。 

消防団長 由比ガ浜近辺というのは、結構低く、鎌倉市消防本部辺りに住んでいる方が、高台に逃げ

るには、時間がかかるのではないかと思うのです。そういった面で、14.4m がありますの

で、それを踏まえた形で、もう一度見直した方が良いと思います。 

長崎総合防災課長 まさに、ご指摘の通りでして、今お話しいただいたエリアは、高台への距離が、若干ある

ということで、昨年度も由比ガ浜地区で、住民の方を対象に避難訓練を実施したのですが、

御成中学校まで、避難していただいたということがございます。実際に御成中学校まで由

比ガ浜の海岸から、20 分近くかけて避難されたというデータも出ております。地形上、あ

る程度やむをえない部分もございますが、出来るだけ、改めて指定する避難ビルもセット

にして、避難場所の確保・拡充に努めていきたいと思っております。 

市長 有難うございました。 

他にございますでしょうか。 

 

特によろしいですか。 

（※質疑なし） 

他にないようでしたら、議題２も了承とさせていただいて、よろしいでしょうか。 

それでは、その他といたしまして、事務局から何かございましたら、お願いします。 

長崎総合防災課長 先程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、鎌倉市地域防災計画素案の作成に着手いたします。 

作業にあたりましては、専門業者の支援を受け、実施いたします。素案の骨子が固まった

段階を目途に、委員の皆様には進捗状況の報告をさせていただきたいと考えております。 

次回の防災会議は、10 月頃を予定いたしますが、その前に、計画の骨子、概要等をお送り

するなどして、作業の効率化を図りたいと考えております。 

また、計画素案作成と並行して、実務担当者レベルの幹事会の開催を予定しております。

併せて、各関係者の皆様には、ご協力をお願いいたします。その際、各機関における震災

後の取り組み状況を把握したく、別途調査のお願いをさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

市長 何か質問等ございましたら、お願いいたします。 

他に何かご報告等、ある方はよろしかったらどうぞ。 

藤沢土木事務所 皆様もご存知かとは思うのですが、今、藤沢土木事務所では津波避難タワーを造っており

ます。この６月末には完成いたします。場所は、湘南海岸・片瀬西浜の引地川が流れてい

るのですが、こちらから行くと、その手前側にサーフビレッジという建物が、湘南海浜公

園の中にあり、その脇に津波避難タワーを造っております。７月１日には、完成披露をし

たいと考えておりますので、それ以降、是非見に来ていただきたいということでございま

す。 

市長 有難うございました。 

他にはよろしいですか。 

鎌倉水道営業所 

 

事務局から、議題に入る前に、「岩手県宮古市の復興計画」のお話をされました。 

その中で、被害の最小化に向けて「減災」を重視するという考え方が示されたと思います。

それは今回の全体の流れにおいて、やはり「レベル１」では防災ということですが、「減

災」ということを、きちんと記載すべきであると思っています。 
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次に、先ほど、委員の方も、津波にこだわり過ぎているという点で、鎌倉地域では、たし

かに海岸線ですし、津波も 14.4m と、危機的意識もかなり高いと思いますが、鎌倉にきて

みると、道路が狭く、路地の幅も 2m～3m で、かなり住宅が密集していて、火災に関して

も、一箇所で起きると延焼をかなりしてしまうと、非常に感じました。 

そして、色々と歩いてみると、三浦半島の起伏が激しい中の斜面地、急傾斜も、入ってい

るので、やはり、防災訓練が非常に大事だと思います。私は、水道営業所でございますが、

２回目の防災訓練を一昨日行いました。繰り返し色んな面からの防災訓練をやって検証し

ていく、そういう作業も必要になってくるのかなと思います。 

 

最後に、先日のＮＨＫか何かのテレビで、東北地方の消防団員の危機的使命を帯びながら、

住民の為に大変な責務の中でやられている。その中で、やはり団員がかなり減尐している

と言っていたのですが、この鎌倉市の中でも、消防団の役割が大きいのかなと、消防団は、

地域の中でも重要な活動をされていますし、皆さんかなり期待している部分があると思う

のです。消防団の記述が薄い気がしてお話しました。 

市長 有難うございました。 

事務局から、お願いいたします。 

長崎総合防災課長 一番目に、「減災」の考え方ですね。それはその通りで、神奈川県でも２年程前「地震防

災戦略」の中に、減災目標を定めておられますので、そういったものを参照しながら、「減

災」の考え方を、地域防災計画に反映していきたいと考えております。 

 

防災訓練に関しましては、連絡事項で言い忘れてしまったのですが、本年８月２８日火曜

日、午前 10 時から鎌倉市の総合防災訓練を予定しております。委員の皆様には、ご連絡

を申し上げ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。 

横三地域県政総合

センター 

今、訓練のお話がありました。 

鎌倉市の場合、他の自治体と同じ様に、安全を守るというのが第一であるかと、思うので

すが、同時に非常に大きな観光地で、多くの観光客の方が来られます。 

３．１１の際に、多くの方が帰宅困難となっており、世界遺産の話もありますし、帰宅困

難者対策を念頭に入れた訓練も取り組まれていかれたらどうかと、訓練を行うに当たって

は、関係機関と協力をして、県も含めた形で、行えたらよいのではないかと思います。 

市長 有難うございます。 

 

他には、特によろしいですか。 

（※質疑なし） 

特にないようでしたら、以上をもちまして、鎌倉市防災会議を終了いたします。 

議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

閉会 退室 

 

 


