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平成２５年 第１回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２５年１月３０日（水） 

１４時００分～１４時５０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、２８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 こんにちは、鎌倉市長の松尾でございます。 

本日は、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。 

この防災会議も昨年３回開催させていただき、前回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」をお示しいたしました。 

その後、昨年末にはパブリックコメントを実施し、市民の皆さまのご意見をいただくとと

もに、計画内容のさらなる精査を進めてまいりました。おかげさまをもちまして、今回の

地域防災計画の改定作業も、いよいよ大詰めを迎えております。 

本日は、パブリックコメントの結果と「改定原案」に修正を加えた「改定案」についての

ご審議を中心に、この「防災会議」として、一定の結論を出していただきたいと考えてお

ります。委員の皆さまには、本日も活発なご審議をいただきますよう、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。 

なお、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、ご紹介申し上げます。 

自主防災組織を構成する方の代表として、大船、離山町内会長の岩佐勝司様に委員として

ご就任いただきました。 

岩佐委員は、平成２０年度には、鎌倉市自主防災組織連合会の会長を務められ、現在も副

会長として、市内の自主防災組織活動に対し、多大なご尽力をいただいております。 

それでは、岩佐委員に一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

鎌倉市自主防災組

織連合会副会長 

皆様こんにちは、初めて出席させていただいております。 

配っていただいた、委員名簿を拝見しびっくりいたしましたが、この裏面８号が私でござ

います。宮城県亘理郡山元町で生まれまして、この度は、松尾市長さんを始め、大勢の方

々に国の方へ行っていただき、この場を借りまして御礼申し上げます。 

未熟者ですが、皆様のご指導を賜りますよう、よろしくどうぞお願いいたします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

どうも有難うございました。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が３名ございますが、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。 
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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、議題１「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定原案に対するパブリッ

クコメントの実施結果について」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。 

 

まず議題に入る前に事前送付資料の確認をさせていただきます。事前送付資料といたしま

して、ひも綴じの冊子、「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定案」 及びＡ４横

の資料、「『東海地震に関する事前対策計画』の改定案文への意見まとめ」、さらに右上

に資料Ａと記載しております、「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定原案パブリ

ックコメント整理表」がございます。一式、お手元にない方は、挙手願います。 

 

また、本日お手元にご用意させていただきました、資料のうち、右上に「差替」と表記し

ております、こちらは、改定案の差替えとなります。５０ページの差替えをお願いいたし

ます。 

 

では、議題１、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定原案に対するパブリックコメ

ントの実施結果について、説明いたします。 

お手元の事前送付資料【資料Ａ】「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定原案パブ

リックコメント整理表」（Ａ４横の資料）をお手元にご用意ください。 

こちらは１月１６日に開催いたしました、防災会議幹事会にお示しし、幹事及び庁内に意

見を求めました。そして、いただきました意見を踏まえて事務局にて修正したものでござ

います。削除する部分を取り消し線にて、また、加筆する部分を下線にて表示しておりま

す。 

前回の防災会議でご報告させていただきましたが、改定原案に対するパブリックコメント

を昨年１１月１９日から１２月１９日までの１ヶ月間にわたり実施し、１８名の方から、

延べ７２件のご意見をいただきました。 
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資料Ａでは、これらのご意見に対する、事務局としての考え方をお示ししております。 

本日は、この事務局案に対する、委員の皆さまにご審議いただいた上で、鎌倉市防災会議

の考え方として公表したいと考えております。 

 

いただいた意見に対する改定原案への反映状況につきましては、便宜上『Ａ』から『Ｄ』

の４つに区分いたしました。 

ご意見の内容、または趣旨に基づき計画を修正したものを『Ａ』、ご意見の趣旨が計画ま

たは施策に反映されているもの、これは、ご意見の箇所とは別の箇所に、その趣旨が反映

されている場合を含んでおりますが、こうしたものを『Ｂ』、本計画に基づく個別施策の

実施により、ご意見の趣旨が反映できると考えられるものを『Ｃ』、計画に反映できない

ご意見または参考意見として取り扱うものを『Ｄ』として表示しております。 

 

1 ページ目から３ページ目、通し番号の１番から１５番までは、計画全体に対するご意見

で、市民に理解しやすい工夫を求めるご意見や、自助・共助や地域コミュニティの重要性

に関するご意見をいただいております。反映状況といたしましては、『Ｃ』が多くなって

おりますが、計画確定後にダイジェスト版などを作成、お示しするなど、市民の皆様に計

画内容を、わかりやすく説明する工夫をしてまいりたいと考えております。 

 

３ページ目１６番以降は、個別の項目に対するご意見となりますので、主なものを説明さ

せていただきます。 

３ページ目の１６番、１７番は関連法規との整合に関するご意見で、ご意見の趣旨は既に

反映されているとして『Ｂ』といたしました。 

 

１９番、反映状況をＡとしておりますが、表現上のご意見をいただき、ご意見の通り修正

させていただきます。 

 

２２番から４ページ目の２５番にかけては、観光客対策に関するご意見で、個別の施策で

対応可能なものは『Ｃ』、それ以外の参考意見は『Ｄ』といたしました。 

 

５ページ目では、３２番から３３番で、ハード対策に関するご意見をいただいております。 

これらのご意見に対しましては、関係部局の連携が重要であり、今後の施策の中で対応し

ていくことを踏まえ『Ｃ』といたしましたが、計画には反映できないご意見でございまし

たので、Ｄに修正させていただきます。 

 

３６番から次のページにかけての３８番までは、災害時要援護者に関連するご意見で、修

正すべき点は『Ａ』として対応しております。 

 

６ページ目４３番から４６番は、自助・共助に関するご意見で、基本的な考え方が計画に

盛り込まれているものは『Ｂ』としております。 

 

７ページ目４９番から５１番は、災害時の医療救護活動に関するご意見で、医療関係機関

などとの連携を踏まえた今後の施策が重要となることから『Ｃ』として対応いたしました。 
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８ページ目５７番から１０ページの６８番にかけては、津波災害対策計画に関するご意見

で、基本的な考え方が計画に盛り込まれている場合は『Ｂ』としております。特に、景観

条例や高さ制限、津波災害警戒区域の指定等についてのご意見は、事務局として、計画か

ら趣旨は読み取ることが可能なものとして、『Ｂ』と取り扱いましたが、原局から、『Ｂ』

とした場合、逆に、条例改正や高さ規制の撤廃を行うと理解されかねないとして、『Ｄ』

としてはどうか、という意見がございましたので、修正いたします。 

 

以上、駆け足になりましたが、いただきましたご意見と、その対応についての反映状況を

説明させていただきました。 

市長 ただいまの説明につきまして、ご質問等ありますでしょうか。挙手でお願いいたします。 

(質疑なし) 

 

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して、防災会議の考

え方として、公開してまいります。 

続きまして、議題２、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定案について、事務局か

ら説明願います。 

事務局 

山村 

議題２、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定案について、説明いたします。 

本日お配りしております、【資料１】大きいＡ３のものを、二つ折りし、両面印刷となっ

ております、「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）改定原案（意見公募用）からの主

な修正まとめ」をお手元にご用意ください。 

こちらは、計画が２つ記載しておりますが、左側がパブリックコメント時の改定原案で、

右側が事前送付しております、改定案でございます。 

パブリックコメントの反映状況を『Ａ』としたものと、主な修正をしたものを記載してお

ります。１ページ目の上から２番目、「津波想定地震」のところでございますが、お手元

の改定案、１７ページをお開きください。 

 

【改定案】、総則、第１章「地震・津波災害対策の計画的な推進」の中の最終段、「津波

想定地震、レベル１、レベル２津波」の想定を説明している箇所でございます。 

本市防災・危機管理アドバイザーのご指摘により、レベル１、レベル２津波の設定は、今

後、県等との協議を踏まえて設定していくものであるため、これだけの表を見ると、既に

決定しているものと誤解を生じかねないので、下に、※印表記をし、今後県等との協議を

踏まえて決定してまいりますと、追記をいたしました。今後県等との協議により、こちら

の方を決定してまいります。 

 

次に、【資料１】裏面、２ページ目の上段、情報２「３ 所在マップの作成（かっこ）参

考」とあり、改定案では４９ページ、一番下の行に記載しております。 

まず１点目、所在マップの作成自体は、今後の検討事項としての参考記載のため、具体的

な協力先等を記載してしまうと、既に作成されているものであるかのような混乱を生じさ

せてしまうため、修正いたしました。 

また、２点目ですが、鎌倉市障害者基本計画が、平成２４年３月に改定され、「障害」の

表記について、漢字表記を使用することで結論が出されたため、ここだけではなく、全体

的に統一表記をいたしました。 

その他語句の訂正や、表番号の記載、また、幹事会にてご意見をいただきまして、その対
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応状況をお示しした内容で、事前送付させていただきました資料に基づき、「東海地震に

関する事前対策計画」の時点修正を行いました。 

以上、主な改定案について、ご説明させていただきました。 

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。 

 

改定案全般でよろしいのですが、改定案に対しまして、それぞれの皆様の立場から、コメ

ントやご意見等ございましたら、この際よろしくお願いいたします。 

横三地域県政総合

センター 

今回の計画作成にあたりまして、素案・原案の段階から、何度もご照会をいただきまして、

非常によく反映をしてもらい、有り難いことだと思っております。 

それで、改めまして、改定案を見せていただき、精査させていただきました。 

そうしましたところ、２４ページの関係機関名と事務・業務を書き並べた部分がございま

す。(１)は当然、鎌倉市さんを表しているわけでございまして、何ら問題ないとは思うの

ですが、(２)として、神奈川県を記載されてございます。この取扱いなのですが、鎌倉を

所管している機関を記載しているものなのか、または業務を所管しているところを系列的

に記載しているのか疑問をもちました。というのは、警察本部という記載がなければ、何

ら疑問をもたなかったのですが、もし警察本部というのをお書きになるであれば、基本的

な問題といたしまして、たとえば文教対策は、県の教育委員会が管轄しております。とい

うことで記載のバランスが若干違うのかなという感じがいたしまして、事務レベルでつめ

させていただければと考えております。 

それから、もう１点、２６ページ、(４)指定公共機関で、「日本赤十字」の記載がござい

ますが、正確を期するということであれば、「日本赤十字社」でございますので、それも

併せてお願いいたします。 

市長 有難うございました。 

事務局からお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

有難うございます。今おっしゃっていただいたように、事務レベルの修正のご指摘だなと受

け止めさせていただきますので、最終的に計画に高める段階で、精査をさせていただきたい

というふうに思います。 

市長 有難うございました。 

そのほか、各機関の皆様、鎌倉市地域防災計画の改定を受けて、各機関としての対応又は施

策等、何かお伝えすることがあればお願いいたします。 

 

それでは、ほかにないようでしたら、議題２につきましては、了承とさせていただきます。

先ほどのことにつきましては、事務レベルで対応させていただきます。 

次に、報告事項に入ります。報告事項１、鎌倉市における防災対策の進捗状況について、事

務局から説明をお願いします。 

事務局 

長崎総合防災課長 

それでは、報告事項１でございます。 

資料番号が前後しておりますが、資料４をご参照ください。 

鎌倉市における防災対策の取組状況について、簡単に報告させていただきます。 

まず防災対策の基本となります、地域防災計画の改定ですが、防災幹事、委員の皆様から

のご協力によりまして、本日改定案をお示しする状況となっております。今回の改定につ

きましては、東日本大震災の状況を踏まえて、鎌倉市の防災対策の基本となる考え方を整

理、計画に反映していくことを重視しておりますが、その上で今後具体的な政策の推進に

向けまして、総合計画などとの整合を図りながら運用を図ってまいりたいと考えておりま
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す。また改定の要点につきましては、資料記載の通りでございます。 

次に資料の下、東日本大震災以降取り組んでまいりました、各種政策の主なものでござい

ますが、現在の進捗状況のお話をさせていただきたいと思います。 

１点目の情報伝達体制の見直しですが、防災行政用無線の子局でございます、本年度４基

の増設を予定しております。増設の場所は、材木座、腰越、大船、玉縄でございます。現

在契約事務を進めておりまして、年度内に設置を完了する予定でございます。 

また、防災行政用無線の補完対策といたしまして、昨年度から取組を進めてまいりました、

ラジオ型の戸別受信機でございます。これは昨年末に、所定の台数が納入されまして、現

在市民の皆様に対して有償配布を行っているところでございます。 

２点目の、災害時要援護者対策、帰宅困難者対策等でございますが、現在福祉避難所の確

保に向けまして関連施設と協議を進めております。また帰宅困難者向けの一時滞在施設の

指定に向けまして準備を進めております。具体的には、社寺等に対して協力を要請いたし

まして、協議が整ったところから、一時滞在施設としての使用について、協定を締結した

いと考えております。また、災害時の各種協定締結に向けて、それ以外の県立高校、湘南

獣医師会、神奈川県石油商協同組合神奈川南部支部等、関係団体との具体的な協議あるい

は、協定締結を進めております。 

３点目の津波対策の推進でございますが、津波避難場所の確保対策として、一時避難場所

及び、避難ビルの追加指定を進めております。一時避難場所につきましては、公共施設を

中心に新たな場所の指定に向け、所管部に協力依頼をしております。また、鎌倉・大船の

両郵便局のご協力によりまして、市内の郵便ポストを利用した海抜表示を進めておりま

す。また避難ビルにつきましては、新たに９ヵ所の所有者から協力をいただいておりまし

て、従来の２０ヶ所に加えて、現在２９ヶ所の避難所を確保しております。なお避難ビル

の指定拡大につきましては、今後も引き続き取り組んでまいりたいと思います。 

現在津波ハザードマップの改定を進めており、年度内には全世帯への配布を完了したいと

考えております。後ほど、ハザードマップの改定状況について報告をさせていただきます。 

更に、ＪＲ東日本と連携いたしまして、３月に合同で津波避難訓練の実施に向けて協議を

しているところでございます。 

津波の避難路調査でございますが、現在専門業者による、データ分析及び、シミュレーシ

ョンを進めております。後ほど、現時点での、シミュレーションの状況を動画でご覧いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

４点目の、市民、職員への意識啓発でございますが、地域における、防災講話や防災訓練

の職員への出向依頼は引き続き多い状況でございます。今後も自助、共助の意識の醸成に

向けて支援を継続してまいりたいと考えております。 

資料の説明につきましては、このあと、シミュレーションのイメージ動画をご覧いただき

ます。スクリーンをご覧ください。 

 

現在、平成２４年度事業として、鎌倉市における津波被害予測及び地域特性や避難者の行

動を考慮した、津波避難シミュレーションを行い、本市沿岸地域における避難課題の抽出、

それに対応するための、新たな避難経路、避難場所確保のための政策検討を行っておりま

す。なお、ここでお示しすることは、現時点での作業の流れと、暫定的なシミュレーショ

ンの結果でございますので、ご了承いただきたいと思います。 

まず避難者の視点で、実際の避難行動に影響を与える、道路の形状或いは、避難時に考慮

されるポイントを把握するため、材木座から腰越までの、沿岸部の調査を実施いたしまし
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た。ここでは避難路として利用できる道路と、できない道路を抽出いたしまして、更に各

種計算のデータとなる、鎌倉市の地形的な特徴を把握いたしました。なお、この現地調査

の結果は、地図上に記録をしてまいります。 

次に、シミュレーションモデルの構築として、こちらに掲載しておりますように、避難者

の行動パターン、或いは避難者の属性や現地調査の結果等を反映いたしまして、各種デー

タの設定を行ってまいります。その上で、シミュレーションの分析に入ってまいります。

津波浸水状況を系列的に計算すると共に、各避難者の行動を落とし込んでまいります。同

時に津波の到達状況を表現いたしまして、避難行動と津波到達状況の関係をシミュレート

してまいります。 

このシミュレーション動画は、ひとつのイメージとして、冬の早朝５時に、地震が発生し

たとの想定に基づきまして、暫定的に設定したものとなっており、地震発生時の時間が表

示され、タイマーで動いています。地震発生からしばらくいたしますと、避難者が最寄り

の避難場所に向けて避難を開始いたします。 

 

青い丸が通常の避難者、赤い丸が６５歳以上の高齢者を示しております。避難場所、施設

の状況が、地図上に掲載されておりまして、実際の避難の動きが確認できる状態になって

おります。なお、高齢者の比率でございますが、それぞれの地区の年齢別人口に基づいて

算出いたしました。ひとつの点がひとつの避難者を示しています。 

 

今後こうしたシミュレーション分析の結果に基づきまして、課題の把握を行う作業が進め

られます。具体的には、シミュレーションの結果から、課題のある地域を特定して、その

地域の避難者の行動を分析します。一例を挙げますと、坂ノ下地区でございますが、避難

完了までに要する時間が長いという結果が出ております。避難時間を色分けしております

が、坂ノ下付近は、２５分以上を要する赤色の部分となります。この理由といたしまして

は、老人ホームが多いため、避難者の多くが高齢者である、或いは、地形上、海から離れ

る道が尐ないので必然と避難する距離が長くなるということも原因であると考えられま

す。こうした分析を踏まえて、施策検討を行ってまいります。対象となる地域の課題解決

のために実施可能な施策を検討していくわけですが、例えば、ひとつの施策例として、こ

の地区に避難ビルを設置した場合の効果を検証してまいりますと、ビルの付近では、避難

時間が当然短縮されるということで、この赤色の部分がなくなりまして、一定の効果が示

されるといった形の政策の検討です。なお、現在進めております、調整業務は、沿岸部の

津波対策全般に亘る検討を行っております。津波想定の分析、現地調査の実施、鎌倉市の

人口を始めとした各種データの分析等、組み合わせてシミュレーションを行いまして、避

難困難な地域の抽出、有効な避難対策の検討を目的としております。 

ただいま報告させていただきました、シミュレーション動画は、一連の作業の、ひとつの

パーツでございます。今後このシミュレーションのパターンを増やしたり、精度を高める

ということで並行して実施しております、各種の分析結果と組み合わせて、効果的な津波

避難対策の検討に活用してまいりたいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

市長 ただいまの報告につきまして、ご質問・ご意見等ございましたらお願いします。 

 

よろしいでしょうか。他にないようでしたら、次に、報告事項２、津波ハザードマップの

改訂について、事務局から報告をお願いします。 
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事務局 

浪川 

津波ハザードマップの改訂について、画面で説明させていただきます。 

 

表面は由比ガ浜、坂ノ下から材木座まで、裏面は、一部藤沢の管轄に入りますが、腰越、

七里ガ浜としてございます。 

表面でございますが、今回の改定の基本となりますのは、県想定の「明応型」の津波を最

大浸水範囲といたしまして、国の想定「南海トラフ」、昨年８月の想定でございます。こ

の茶色のラインを、「南海トラフ」の範囲と、黄色いラインが「南関東」、いわゆる、大

正関東地震の再来型といわれる津波の想定範囲を入れさせていただきました。 

実際に今年が大正関東地震の９０周年ということもございますが、実際に鎌倉を襲った津

波としての大正関東地震は存在してございますので、防衛大学の教授でいらっしゃる、藤

間先生のご意見を賜りまして、大正関東地震の記録をクローズアップしてはどうかという

ことで、実際の津波の写真等や津波の当時の記録が残っている位置をマーキングさせてい

ただきながら、説明をつけました。それと併せまして、実際に起きました、元禄地震の津

波の浸水位置をわかっている範囲で示めさせていただきました。海岸部への津波最大到達

高は、１４．５ｍで有名な「県想定慶長型」を、明記させていただきました。 

それとともに今回の改定の特徴といたしましては、ひとつは、鎌倉警察署が移転いたしま

すので、鎌倉警察署移転用地を入れさせていただきました。それから津波避難空地、津波

避難ビル、この２点につきまして、現在進行中を含めまして、ほぼ確定に近いものと、確

定しているものにつきましては、図示してございます。それから※印のついた、避難空地

につきましては、浸水域にありますので、この真ん中の海のところにコメントをしまして、

大津波警報が発表されましたら、更に高い場所を目指して避難してくださいというコメン

トをさせていただいております。あともうひとつの特徴としまして、逗子市の小坪の方に

ある避難ビルの情報を入れさせていただきました。 

もうひとつ裏面の、片瀬海岸、こちらは藤沢市側の避難ビル情報を載せさせていただきま

した。またもうひとつ話題になっております、津波の河川への遡上につきましては、紫色

の矢印で遡上の危険の恐れがある場所を箇所として、お示ししてございます。 

以上おおまかでございますが、こちらが今回の改定の概要になります。 

市長 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。 

 

よろしいですか。 

事務局 

浪川 

スケジュールにつきまして、補足させていただきます。 

先ほど、課長からもございましたが、最終的に２月中に次の段階に入りまして、３月いっ

ぱいで、全戸配布を終了させるという予定で現在作業を進めております。以上です。 

市長 何か、ご質問等ございましたら、お願いします。 

 

他にないようでしたら、次に、報告事項３、避難所等の見直し状況について、事務局から

報告をお願いします。 

事務局 

山村 

避難所等の見直し状況について報告いたします。 

お手元の、お配りしました「資料２」をご覧ください。 

災害時の避難所につきましては、現在、表の左側に記載に基づき運用しております。前々

回の幹事会で見直しについて説明させていただきました。 

簡単に整理いたしますと、１点目は、「ミニ防災拠点」を「避難所（ミニ防災拠点）」と

する名称の変更について、２点目は、一時滞在施設の指定について、３点目は、福祉避難
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所の指定についてです。 

１点目につきましては、今後、各種マップ類と、避難誘導案内表示などを随時更新してい

く必要がございます。 

２点目、３点目につきましては、先ほど報告しましたとおり、関係施設などと協議を進め

ております。 

 

以上で説明を終わります。 

市長 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。 

 

他にないようでしたら、次に、報告事項４、今後のスケジュールについて、事務局から報

告をお願いします。 

事務局 

山村 

報告事項４、今後の、改定案のスケジュールについて、ご説明させていただきます。 

お手元の、【資料３地域防災計画改定の流れ】をご覧ください。Ａ４縦の資料です。 

中段より下段、パブリックコメントの下にございますので、本日開催しました、防災会議

でございます。 

今後の予定ですが、パブリックコメントの取り扱いにつきましては、本日ご了承いただい

た内容をもって、ホームページ等に掲載してまいります。 

また、地域防災計画改定案につきましては、本日のご指摘を踏まえ、事務局にて修正を加

え、確定版の作成作業に入ってまいります。 

今後、市長決裁をもって、計画を確定し、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。 

また、地震災害対策編につきましては、今後、国・県等による想定の見直しなどにより、

大幅な修正が必要となった場合には、防災会議によるご審議をお願いする場合もございま

す。 

さらに、台風・豪雤などへの対応を図るための「風水害対策編」につきましても、修正を

予定しておりますので、引き続き、委員の皆さまのご協力をお願い申し上げます。 

以上です。 

市長 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。 

 

よろしいですか。 

その他、事務局から何かありますか。 

特にございませんでしょうか。 

 

他にないようでしたら、これをもちまして、鎌倉市防災会議を終了いたします。 

終了にあたりまして、一言、お礼のご挨拶をさせていただきます。 

東日本大震災の発生から、間もなく２年が経とうとしています。 

鎌倉市は、直接被災はいたしませんでしたが、津波対策、帰宅困難者対策など、東日本大

震災で浮き彫りとなった多くの課題を突き付けられた形となりました。 

私といたしましても、東西７キロの海岸線を抱え、年間１８００万人の観光客が訪れる鎌

倉市の防災対策を、早急に強化していきたい、との思いで取り組みを進めてまいりました。 

その中でも、地域防災計画の改定は本市の今後の防災対策の指針となる、最重要課題であ



- 10 - 

りました。 

昨年の３月から皆様にご審議をお願いし、都合４回の防災会議を開催いたしましたが、委

員の皆さまにあっては、それぞれお忙しい中をご出席いただき、貴重なご意見をいただき

ました。 

おかげさまをもちまして、本日、大きな節目として、改定案をとりまとめることができま

した。委員の皆さまのご協力に、改めて感謝申し上げますとともに、先ほど事務局からも

ありましたが、改定した計画に基づく各種事業の実施や、風水害などに関する計画の見直

しなど、防災に関する課題は尽きることがありません。 

委員の皆さまには、今後も、これまでと変わらぬご協力をお願いして、お礼の挨拶とさせ

ていただきます。 

ご協力有難うございました。 

事務局 

長崎総合防災課長 

これをもちまして、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。 

閉会 退室 

 

 


