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平成２５年 第２回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２５年１０月２日（水） 

１４時００分～１５時１０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・長﨑防災安全部次長・佐々木危機管理課担当課長 

・佐藤課長補佐・阪中係長 

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、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の長﨑と申します。

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、２６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ります、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いただきまして、ありがとうございます。 

地域防災計画の改定に際しましては、委員の皆様の多大なご協力をいただきましたこと

を、改めて厚くお礼申し上げます。 

おかげさまを持ちまして、本年２月に計画が確定し、市議会への報告、神奈川県への報

告など、所要の手続きを進めるとともに、計画に基づく施策の実施に向けた取り組みを、

鋭意進めているところでございます。 

 

さて、東日本大震災発生から、２年半余りが過ぎました。 

被災地では、いまだに復興に向けた懸命な取り組みが進められておりますが、全国の自

治体におきましても、震災の教訓を踏まえた、防災対策の見直しが行われているところ

です。 

鎌倉市におきましても、震災直後の緊急対忚に始まり、震災による課題抽出を踏まえ、

平成２４年度・２５年度は、市民の安全安心、とりわけ防災対策を最優先とした予算編

成を行ったところであります。 

さらに、現在策定中であります、総合計画の次期基本計画におきましても、「安全な生

活の基盤づくりにつながる事業」を重要事業に位置づけ、推進を図っていく考えでおり

ます。 

このような、防災対策事業の推進にあたりましては、本日ご出席の委員の皆様をはじめ、

関係機関、市民の皆様などから、広くご意見をいただきながら、実効性のある施策を展

開してまいりたいと考えております。 

委員の皆様には、引き続き、ご負担をおかけいたしますが、かわらぬご協力をよろしく

お願い申し上げます。なお、本日ですが、議会の関係で冒頭で失礼をさせていただきま

すことをお詫びをさせていただきます。 
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事務局 

長崎総合防災課長 

 

 

ありがとうございました。 

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、事務局より紹介さ

せていただきます。 

 

事務局 

佐藤 

それでは、新しくご就任いただいた委員を紹介いたします。 

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センターの水田委員 

鎌倉保健福祉事務所の牧野委員 

鎌倉警察署の橋野委員 

東京電力藤沢支社の伏見委員 

東京ガス神奈川西支店の中濱委員 

陸上自衛隊第３１普通科連隊の町屋委員 

海上自衛隊横須賀地方総監部の沢田委員 

鎌倉市教育委員会の安良岡委員 

鎌倉市消防団の平井委員 

同じく鎌倉市市民活動部の梅澤委員でございます。 

よろしくお願いいたします。 

また、本日お見えになっておりませんが、藤沢土木事務所の志村委員、企業庁鎌倉水道

営業所の今村委員、日本郵便鎌倉郵便局の尾倉委員、湘南モノレールの米原委員 

鎌倉市医師会の田邉委員、鎌倉市世界遺産登録推進担当の小嶋委員 

にも、新たにご就任いただいております。 

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

様をご紹介いたします。 

山本専門委員は、陸上自衛隊、静岡県庁などを経て、現在は株式会社総合防災ソリュー

ションで、代表取締役社長を務めておられます。 

山本専門委員からは、今後、訓練の実施等にあたり、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、事務局職員を紹介いたします。 

防災安全部長の嶋村です。 

防災安全部次長兼総合防災課長の長﨑です。 

危機管理課長の佐々木です。 

危機管理担当係長の影山です。 

総合防災課がけ地対策担当係長の阪中です。 

最後に、私、総合防災課課長補佐の佐藤です。 

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

事務局 

長崎総合防災課長 

ありがとうございました。 

なお、鎌倉市長、大谷副市長におきましては、市議会総務常任委員会対忚のため、待機

の必要がございますので、こちらで退席させていただき、鎌倉市防災会議条例第３条第

４項の規定に基づき、副会長の瀧澤副市長が会長代理として、議事の進行をさせていた

だきます。 

 

副市長 副市長の瀧澤です。本日は、会長代理として、議事の進行をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
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事務局 

長崎総合防災課長 

 

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ます。 

進行につきましては、副市長にお願いいたします。 

 

副市長 それでは、本日の次第に基づきまして、議題１、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）

の次回改定について、事務局から、内容の説明をお願いします。 

 

事務局 

佐藤 

事務局の佐藤です。 

議題１、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）の次回改定について、説明いたします。 

ご案内のとおり、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）につきましては、本年２月に

全面改定を行ったところであります。 

現在の計画は、平成２１年度に神奈川県が公表した、地震被害想定調査及び平成２４年

３月に公表した津波浸水予測に基づき、各種対策を組み立てております。 

本年９月に、神奈川県において、「地震被害想定調査委員会」が設置され、平成２５・

２６年度の２カ年で、地震被害想定調査を全面的に見直し、その結果を、各種防災対策

の基礎資料とすることを明らかにしております。 

この調査結果は、直ちに市町村の防災計画に影響するものと考えられることから、鎌倉

市におきましても、概ね２年後をめどに、地震災害対策編の見直しを検討したいと考え

ております。 

なお、その間におきましても、必要が生じた場合には、適宜修正を行い、防災会議に報

告させていただきます。 

以上で、説明を終わります。 

 

副市長 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。 

 

≪質疑なし≫ 

 

よろしいようですので、議題１につきましては、了承とさせていただきます。 

続いて、議題２、鎌倉市地域防災計画の修正にかかる県意見の取扱いについて、事務局

から、内容の説明を願います。 

 

事務局 

佐藤 

それでは、議題２、鎌倉市地域防災計画の修正にかかる県意見について、説明いたしま

す。 

事前に配布させていただいております、資料をご参照ください。 

本日お持ちでない方がおられましたら、お渡しいたしますが、よろしいでしょうか？ 

本資料は、前回１月の防災会議でご承認いただき、改定いたしました、鎌倉市地域防災

計画（地震災害対策編）を、災害対策基本法第４２条第４項に基づき、神奈川県知事宛

てに報告し、県の防災会議から意見をいただいたものでございます。 

資料の表紙、通知文の裏面に意見照会状況がございます、ご覧ください。 

意見ありとして、意見をいただきましたのは、参考も含めまして、１４機関、計６２件、

頂戴いたしました。 

右側ページに移ります。 

資料の見方としまして、最上段右側のカッコ書き内が、意見提出者となっております。 

表の中で、左から順に、該当箇所、県へ報告した鎌倉市の地域防災計画（地震災害対策
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編）、県防災会議幹事からの意見、意見の取り扱いとなっております。 

 

意見の取り扱いですが、検討を要するものは、先ほど、議題１でご確認いただいたとお

り、次回改定時といたしますが、単純な語句・文言の修正など検討の余地がなく、すぐ

に対忚すべき案件につきましては、この会議でお諮りいただき、修正に入らせていただ

きます。 

 

それでは、内容に入ります。 

こちら、関東財務局からのご意見につきましては、指定地方行政機関に追記をしたいと

考えております。 

 

２枚めくっていただき、関東農政局からのご意見ですが、市災害対策本部の本部長が、

農林水産省へ「直接引き渡し」を要請する旨、記述しておりましたが、文言削除のご意

見をいただきましたので、修正したいものとして、考えております。 

ここまでで、議長、お諮り願います。 

 

副市長 ただ今の事務局の説明につきまして、まずご意見をいただきました、関東農政局さんの

方から、追加するご意見などありましたら、お願いいたします。 

 

関東農政局 特に追加する意見はありませんが、この文言ですが、直接引き渡しの部分は、災害の状

況により、直接引き渡されるか、否かがその時点にならないと確定をしないと思われま

すので、削除させていただきたく意見をさせていただきました。 

 

副市長 という内容です、この件につきまして、他にご意見ございますか。 

（意見無し） 

では、説明を続けてください。 

 

事務局 

佐藤 

続いて、横浜地方気象台からの意見に移ります。 

気象関連のご意見をいただいておりますので、今後の地震被害想定調査の動向をみなが

ら、次回改定に向け、検討してまいりたいと考えております。 

しかし、この防災計画の改定後、気象庁は、津波警報の発表方法を変更いたしました。

津波警報（大津波）を、「大津波警報」に変更し、「津波警報」と呼び方を明確にわけ

てまいりました。 

また、市の地域防災計画では、津波警報と津波注意報を合わせて、「津波情報」と表記

しておりましたが、「津波警報等」と具体な記述にすべき意見をいただきました。 

東日本大震災を踏まえた、今回の地域防災計画改定の基本方針として、津波対策を掲げ

ており、また、名称等、検討の余地がなく、すぐに対忚すべき案件であることから、こ

の会議でご審議いただきたいと思います。 

また、気象台の３枚目、(かっこ書き)でコメントとしていただいております、海面状態

の監視につきましては、次回修正時への検討課題とします。 

 

さらに、気象台の最終ページ、右下７ページとふっております、東海地震の判定会の記

載は、表現が整理されますので、対忚したいと考えます。 
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ここで、議長、お諮り願います。 

 

副市長 ここまでの部分につきまして、ご意見などありましたら、お願いいたします。 

（意見無し） 

ここまでの部分では、意見なしとして扱わせていただきます。 

 

では、説明を続けてください。 

 

事務局 

佐藤 

では、説明を続けます。陸上自衛隊からのご意見として、道路啓開用資機材の支援につ

いての文言の整理。 

 

進んで神奈川県警察本部からのご意見として、遺体の取り扱いの用語の整理。２枚めく

っていただいて、減災を目的に設立された、ボランティア団体「足柄まほろば衆」から

の、定期点検に関する参考意見。 

 

進んで、神奈川県危機管理対策課から、情報伝達に関する意見。 

神奈川県災害対策課、ページをめくっていただき、県工業保安課から、意見をいただき

ました。単純な文言、語句の修正は実施し、記載内容の変更が必要なものは、次回改定

時に行いたいと考えます。 

 

ここまでで、議長、お諮り願います。 

 

副市長 先ほどに引き続きまして、ただ今の説明につきまして、ご意見などありましたら、お願

いいたします。 

 

まず、陸上自衛隊さん、ご意見のとおり、道路啓開等に関して、市としましては、資機

材の支援を要請するということでよいでしょうか。 

≪陸上自衛隊 意見なし≫ 

ありがとうございました。続いて鎌倉警察署さん、遺体の取扱について、ご意見どおり

でよいでしょうか。 

≪鎌倉警察署 意見なし≫ 

ありがとうございました。大船警察署さん、いかがでしょうか。 

≪大船警察署 意見なし≫ 

ありがとうございました。それから、橋梁の定期点検について参考意見がでております

が、都市整備部いかがですか。 

≪都市整備部 意見なし≫ 

 

では、説明を続けてください。 

 

事務局 

佐藤 

では、説明を続けさせていただきます。 

神奈川県県民局総務室から、外国人に対する広報、避難対策のご意見をいただきました

ので、次回の改定時に合わせて、修正してまいりたいと考えております。 
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１枚めくっていただき、県環境農政総務室から、続いて保健総務室から、意見をいただ

きました。特に、鎌倉市の地域防災計画の改定期間中に、同じく改定されました「神奈

川県医療救護計画」については、今回には、反映できない部分でしたので、語句の整理

以外は、次回改定時に、対忚したいと考えております。 

さらに１枚めくっていただき、県土整備局総務室から、また、県道路管理課から意見を

いただきました。次回の改定時に対忚してまいりたいと考えております。 

以上、議長、お諮り願います。 

 

副市長 ただ今の部分につきまして、ご意見、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

横須賀三浦地域県政総合センターさん、意見はございますでしょうか。 

 

横須賀三浦地域県

政総合センター 

一つだけ。県保健福祉総務室長の意見ということで、今、ご説明がありましたけれども、

神奈川県医療救護計画が、平成２４年１２月に改定されたということで、体系図等いろ

いろ変更がありますので、その内容を一致させるという、意見をさせていただきました

が、その記載につきましては、よく相談させて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。 

 

副市長 次回の改定時ということを予定しております、その間に、ということでよろしいでしょ

うか。 

≪横須賀三浦地域県政総合センター 了解≫ 

ただいまのご意見を踏まえまして、他にご意見ございますでしょうか。 

(意見なし) 

以上で、議題２につきましても、了承とさせていただきます。 

 

次に、報告事項（１）、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）に基づく各種施策の取

組状況について、事務局から報告願います。 

 

事務局 

長﨑 

報告事項（１）、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）に基づく各種施策の取組状況

につきまして、説明させていただきます。 

 

お手元のＡ３の資料をご参照ください。 

地域防災計画は、予防対策、災害忚急対策、復旧・復興対策など、時系列の流れと、そ

の対策を実行するために必要となる各種施策の組合せで構成されておりますが、この資

料は、地域防災計画に基づく施策を、項目ごと・年度ごとに整理したもので、計画改定

前の平成２３年度、２４年度に実施した、緊急的な対策も含めて掲載しております。 

 

まず、「災害情報の収集と伝達体制の整備」ですが、この項目は、災害対策の中でも、

最も重要な課題であり、災害発生時という限られた状況下で、迅速・的確な情報収集、

情報提供の実施や、予防対策につながる平常時の情報提供のために必要な施策を掲載い

たしました。 

昨年度には、防災行政用無線の補完対策の一つとして、戸別受信機の導入を行ったほか、

今年度は、防災読本を作成し、全戸配布する予定です。 

次の、「災害対策本部機能の充実」では、今年度に本部従事職員用の食糧備蓄を初めて
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行うほか、従前から取り組んでおります、各種訓練の充実を図ります。 

 

次の、「災害時要援護者対策」では、地域防災計画の改定に合わせて福祉避難所を新た

に指定したほか、国のガイドラインに基づく支援体制の構築に向けて、関係部局による

検討を進めているところです。 

昨年度は、福祉施設の利用者の参加による、宿泊訓練を実施いたしましたが、今年度に

つきましても、災害時要援護者の対忚訓練を予定しております。 

 

次の、「帰宅困難者対策」では、東日本大震災で市内に 5,000 人の帰宅困難者が発生し

た教訓を踏まえ、市民向けの指定避難所とは別に帰宅困難者向けの一時滞在施設の確保

に取り組んでおり、公共施設の指定と社寺との協定を進めるとともに、必要な食糧・資

機材の備蓄を進めているところです。 

帰宅困難者対策につきましても、今年度中に、対忚訓練の実施を予定しております。 

 

次の、「津波対策」では、鎌倉市では津波発生時は徒歩による高台への避難を原則とし、

避難の迅速化を図る施策を進めております。 

まず、平常時から、避難に必要となる情報の提供として、海抜表示の設置や津波ハザー

ドマップの配布などを行っております。 

また、こうした基本情報を踏まえて、沿岸部における、津波避難訓練を継続的に実施し

ており、平成２５年度は、７月に沿岸部一斉の津波避難訓練を実施いたしました。 

さらに、訓練の結果などを踏まえ、路面への避難誘導シート設置や、避難場所や避難ビ

ルの追加指定も同時並行で進めております。 

 

次の、「避難対策」では、避難所や備蓄食糧・資機材の整備とともに、自主防災組織を

中心に、宿泊を伴う実践的な訓練も含め、各種訓練の実施に取り組んでおります。 

特に、今年度は、神奈川県の主催による、シェイクアウト訓練が９月５日に実施されま

したが、鎌倉市もこれに参加し、特に、開会中の市議会においても、訓練時刻に休憩を

とり、議員及び出席者が訓練参加いたしました。 

 

そのほか、民間施設や事業者の団体と、災害時の忚援協定の締結を進めているほか、長

期的な視点に立った、防災まちづくりへの議論も進めてまいります。 

以上で、報告を終わります。 

 

副市長 ただ今、事務局から本市の平成２４年度２５年度事業の説明をさせていただきました。 

 

ここで、山本専門委員に、これまでの鎌倉市の防災への取り組みについて、評価をいた

だければと思います。 

 

山本専門委員 防災会議専門委員の山本です。昨年から、委員をさせていただいておりますが、鎌倉市

が東日本大震災の教訓をうけて、防災体制を抜本的に見直さなければいけないというこ

とで、いろいろと取り組まれて、地域防災計画の見直しを行い、また業務継続計画を作

成し、防災体制整備のために一生懸命取り組まれていることに、敬意を表したいと思い

ます。また、地域防災計画を作成してそれで終わりということが、一般的な自治体でど



- 8 - 

こでもあるんですが、鎌倉市地域防災計画に基づく各種施策の取組状況という資料を作

成して、中長期的に段階的に整備していこうとする姿勢も、また大変結構なことだと思

っております。 

ただ、どちらかというと、ハードの整備の部分が大変多いように思います。神奈川県警

さんからの意見がありましたように、遺体の処理体制などにつきましても、平素から市

と県警さんと医師会さん、歯科医師会さんなどが協力してどのようにやっていくかとい

うこと、いいかえれば、地域防災計画に記述された内容につきましても、いざ災害時に

どのように運用していくかということを、平素から調整して、意思疎通をはかっておく

必要があると思います。 

これから先も、ソフトの部分もさらに強化向上に向けて着手をしていただければ、と思

います。具体的には幹部職員の研修をされ、図上のシミュレーション訓練を行いました。

市の防災体制の問題点なども明らかになったことと思いますし、参加された各部長、ご

自分達の部で取り組むべき課題点も表面化しましたので、それらを踏まえまして、市だ

けでなく防災会議等の各機関が一体となって、災害対忚体制の整備に取り組んでいかれ

るよう、これから努力をしていただきたい。大変抽象的な表現になって申し訳ございま

せん。さらに、もっとも効果があると思われるのは、表の中の二段目、右側に平成２６

年度以降と書いてありますが、総合防災訓練の次に図上訓練等とあります。これは、本

部運営訓練等で図上訓練を実施し、関係機関の皆様も是非参加していただき、訓練をし

ていただければ、連携もとれるとともに防災体制整備に対する課題が明らかになり、解

決策も見出されることと思います。来年度以降これらを是非実行していただきたいと思

います。 

 

大変大雑把な言い方ですが、私からの所見を述べさせていただきました。 

 

副市長 ありがとうございました。 

 

ただ今、事務局から施策展開の報告、そしてそれにあわせて専門委員からの評価をいた

だきました。鎌倉市の防災の進め方などについて、委員の方々から意見をいただきたい

と思います。 

できましたら、一言づつご意見をお聞かせいただければと思います。 

 

横須賀三浦地域 

県政総合センター 

先ほどの、ご説明の中で避難対策として、９月５日のシェイクアウト訓練にご協力いた

だき、ありがとうございました。今年度は２０万人の目標を大幅に上回り、最終的な集

計はまだわかりませんけれども、途中経過では、６０万人ぐらいの方々が参加されるの

ではないかと聞いております。実施内容は単純ですが、防災の意識を市民の皆様に持っ

ていただくという意味では、大変良い取り組みであると思っております。来年度以降も

お願いすることと思いますので、またご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

鎌倉保健福祉事務

所 

施策展開の表をみさせていただきますと、今年度、新規事業が各項目ごとにたくさん予

定されているようですので、鎌倉市の防災対策の充実強化が図られることと期待してお

ります。これまで実施された事業についてもさらに強化図る事業もあると思いますの

で、今後の展開を期待したいと思います。 
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鎌倉警察署 これだけ多くの関係機関の皆様がご出席されておりますので、我々も細部を詰めて、皆

様と連携を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

大船警察署 先ほど専門委員がおっしゃられたように、まさに地域防災計画ができたから終わりでは

なく、遺体の発見などの意見がありましたが、東日本大震災の踏まえて意識を高くして

取り組んでまいりたいと思います。 

 

東日本電信電話 当社が把握している避難所に特設公衆電話回線を敷かせていただき、提供させていただ

いております。安否確認用のツールといたしまして１７１やＷｅｂ１７１がございま

す。これらの啓発を図るとともに、引き続き訓練に参加させていただきます。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

東京電力 地域防災計画の改定時にも協力させていただきまして、ＨＰを拝見しましたが、非常に

簡潔にわかりやすくなっていて、他のところにないものと感じております。計画の中身

をさらに広く市民に周知されて、実効あるものにしていただければと思います。 

 

ＪＲ東日本 平成２４年度は３月９日に、市と合同で訓練を行いました。これにつきましては、当社

のお客様だけでなく、鎌倉駅周辺の住民の方も、一緒に避難をするという誘導訓練をい

たしました。私たちが一番懸念しておりますのは、帰宅困難者の対忚ですので、こうい

った訓練は当社にとり、有効であったと考えております。 

一方で社員が誘導等をしっかりできなければいけませんので、今年の８月３０日にも、

駅ビルといいまして、構内店舗の方も含めまして、避難誘導訓練を行いました。事業者

として避難場所への誘導をしっかり取り組んでいきたいと考えております。 

今後も合同訓練の機会があれば、実施させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

東京ガス 先ほど、山本専門委員から、ハード面の防災計画は出来上がってきた、あとはソフト面

だというお話がありました。弊社の事例でも、防災計画などは、きちっと出来ておりま

すが、いざという時に、人の連携・情報の連携などの運用面で課題が浮かび上がってく

る時があります。訓練を行う事で、こんなはずではなかった、連携が上手く出来なかっ

た、などの課題も明らかになってくると思われますので、是非、訓練の充実の検討をお

願いいたします。図上訓練にも、参加させていただければと思います。 

 

陸上自衛隊 本日、説明をきかせていただいて、鎌倉市が精力的に取り組んでいることを感じまして、

大変心強いことと思っております。自衛隊としては、一点、訓練の実施というところで、

実動訓練と図上訓練の実施です。特に自衛隊は自助・共助・公助の「公助」の部分を担

いますので、公助の訓練につきましては、市が計画していただかないと連携した実動訓

練ができません。来年度以降大変だとは思いますが、是非とも訓練の設定をお願いいた

します。 

 

海上自衛隊 陸上自衛隊からも話はありましたが、総合防災訓練、図上訓練に参加させていただきた

いと考えております。海上自衛隊としましては、艦船の数が限られておりますので、県

との共催という形式で行っていただくと、訓練に参加しやすいと思っております。地域
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防災計画の改定について関係者の皆様、お疲れ様でした。この計画においては、自衛隊

は公助の部分で活動しますが、いずれにせよ、命のある人しか救助できませんので、材

木座においての津波避難路の整備などがありましたが、そういうものを有効的に使って

いただき、たくさんの方が命を守ることができた後に我々が活動できる状況になりま

す。特に情報収集におきましては、避難所において市の職員がどういった方法で配置さ

れるのか、具体的な記述がないので、情報が届かないと我々はなにもできません。阪神

淡路大震災の時には情報収集の難しさから、できることもできなくなってしまう場合が

ありました。そういった意味も含めまして、皆様との連携・強化を図っていきたいと考

えております。 

 

副市長 計画上では、当然ながら避難所には市の職員がそれぞれ配置される予定ですが、それが

実現できて、情報が交換できるかということが、まさにキーポイントとなりますので、

今後とも訓練等の中でご協力を仰ぎたいと思っております。 

 

消防団長 消防団としては、各地域で訓練に参加しておりますので、今後とも町内会等とも連携し

て、避難訓練等行っていきたいと思っております。常備消防と良く意見交換しながら、

我々がサポートしてまいりたいと思います。 

 

教育長 教育委員会関係では、小・中学校が避難所として地域の方が避難してこられることにな

ります。学校では地域の避難訓練等をされる場合に、積極的に協力をしていきたいと考

えております。今年度の新規事業の中に、暖房設備の充実ということで、ストーブを配

置すると記述がありました。３月１１日の時はちょっと寒いということで、体育館の中

ではなかなか、暖房がなかったもので、皆さん毛布にくるまっていた。暖房を用意する

ことは非常に良いことだなあ、と思いますが、３月１１日の時には、実は備蓄倉庫の中

には、発電機はあったのだけれども、ガソリンがありませんでした。ストーブを配置す

るということで、灯油をどのように保管するのか、今後とも学校と調整をしていただけ

ればと思います。 

 

経営企画部 山本専門委員には、図上シミュレーションの研修を受けさせていただきました。頭の中

で考えていても、なかなか出てこないことが、その場に参加させていただいて思いまし

た。やはり訓練は常々行っておかなければいけないと思いました。このような大きな会

議において関係機関と連絡を密にしておけば、本当に起きた時にいかせるのかなと実感

いたします。 

 

政策創造担当 いろいろとご協力を、皆様ありがとうございました。今まで皆様のお話の中にもありま

したように、この計画を実行力のあるものにしていくのが、我々の役目だと思っており

ますので、図上訓練、実動訓練等を含め、地域の訓練などに参加しながら充実させてい

きたいと思っております。 

 

市民活動部 一つ質問なんですが、平成２４年度から、防災行政無線の戸別受信機を始めましたが、

私は支所におりました時に、消防本部から電波を発信しているため、支所のような遠い

地域が受信できない状況だったと思いますが、平成２５年度で難聴地区はどのくらい解

消されるのか、教えていただければと思います。 
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事務局 戸別受信機は１６００台を導入いたしまして、直近で１５５８台、お申し込みいただい

て、残りわずかという状況でございますが、今、お話がありましたとおり、やはり戸別

受信機が使えない地域があるという現状がございました。それで今年度事業としまし

て、その戸別受信機に専用のアンテナをつけて、改善が図れるか検証しておりますが、

その結果によっては、今後の展開をどうしていくかの、参考データにしたいという状況

です。今ここに記載してあります難聴地域対策が、すなわち、今すぐに解消されるもの

ではないという状況です。 

市民活動部 地域の方では、情報の伝達をすごく気になさっている方が多いと思います。実際に受信

機を持ちたいと思っている方が、かなりいらっしゃると思いますが、持ってもそれが聴

こえないということでは、意味がなくなってしまいますので、はやくその対策がとれれ

ばいいかなと、思っております。 

 

こどもみらい部 今年の夏、私ごとですが、諏訪湖の花火大会へ行きました。その時、集中豪雤にあいま

して、一時避難所へ避難するということがありました。その中で、いかに避難者は情報

を求めているのかということを実感いたしました。われわれも、保育園、こども会館、

私立ですが幼稚園など、こどもを預かる施設を管理する立場の者としまして、情報の伝

達の方法を、早く、適切に実行する必要性を痛感いたしました。職員だけでは間に合わ

ず、皆様のお力を得なくてはならない場合もございますので、このような会議を通じて、

皆様のご協力を得るために、連携を深めていきたいと思っております。 

 

健康福祉部 私どもの役割の一つといたしまして、災害時の要支援者避難支援プランを担当しており

ます。地域がどのように要支援者の方々を平時から見守りし、災害時にその力を発揮す

るかということにつきると思いますが、福祉の分野のみならず、今、自助・共助・公助

と、先ほど自衛隊の方もおっしゃられましたが、最近は「近助」という言葉がございま

して、近くで助けようという意味だと思いますが、この避難支援プランを作成する際に

は、まさにこの近助という力が重要であると考えております。やはりこの地域防災計画

と同じように、支援プランを作っても、実際に動かないのでは何も意味がありません。

また、支援をする側の方々に対しての情報提供というのも、大変重要なポイントとなっ

てきます。そういった意味では、一番最後の仕上げのところだと思いますが、非常にま

だ課題がたくさんありまして、個人情報の問題、先程の近助という力をどうやって集約

するかという問題、まだまだハードルが高いところがたくさんあると思いますが、やは

り、最後の砦と申しますが、ここがしっかりしない限りは、減災にはつながらないとい

う認識でおります。こういった場面場面で、皆様方のお知恵を拝借しながら、また他市

でも良い事例が最近出てまいりました。そういう先進事例を見習いながら、個別プラン

の取組については進めていきたいと考えております。 

 

まちづくり景観部 私が震災当日の経験から申し上げますと、ＪＲ鎌倉駅から鎌倉体育館まで帰宅困難者を

誘導し、何往復したか忘れましたけれども、その時一番困ったのは、足腰が弱い方がい

らっしゃって、私ども市もＪＲさんも用意しておりましたが、車いすが足りなくなった

ことでした。そういう備品も非常に大切なんだと、自分が従事したことで感じました。 

あと、これまで様々な訓練に参加してまいりましたが、訓練ですと指揮者に従って行動

するためスムーズにいくのですが、いざ災害が起きた時は、各個人が、上から下まで、

何をすべきかわかっていないといけないなと、感じております。 
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都市調整部 市の機構の中の都市調整部ということでは、地震の時には、建物の忚急危険度判定を私

どもで実施するという役割を担っています。東日本大震災では津波の被害があまりに大

きかったため、津波がクローズアップされておりますが、まずは、建物が地震に耐えて

くれないと、そこで人命が失われてしまうということになりますので、建物の耐震性の

確保ということが引き続き重要であるということを、再認識いたしました。忚急危険度

の判定をするということは、余震の二次被害防止ということが主眼になるのですが、い

ざ災害が起こったとなると、パニック状態の中で対忚しなければいけませんので、普段

いろいろと計画を持っていたとしても、なかなか計画通りにはいかないであろうと、た

だし、平常時の訓練がないことには、さらに何もできなくなってしまうということです

ので、そういったことを踏まえますと、平常時の訓練がいかに重要であるかということ

を、本日あらためて、感じているしだいです。 

 

都市整備部 都市整備部ですが、道路や下水道といったインフラの整備・維持管理を手掛けておりま

す。地震の際にはインフラをいかに維持していくのか、非常に重要な課題であると考え

ておりまして、現在、道路では橋梁の点検をしております。また、下水道の耐震化を順

次進めておりまして、主要な道路のマンホールが浮上しないようにしております。震災

後の対忚ですが、道路、下水道の業務継続計画を、ただいま庁内で検討を進めており、

仮のものを作っておりますので、これを正式なものにしていきたいと考えております。

皆様方にはご意見を頂戴したいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

拠点整備部 冒頭、議題１で地域防災計画について話がありました。平成２５年にできて、また、地

震の被害想定を踏まえて２年後くらいを目途に、改定していくということですが、やは

り地域防災計画を作っただけでは役にたたないものですので、これをいかしていくに

は、実践していくことが一番重要であると考えております。我々市だけではなく、関係

機関の皆様と力をあわせて対忚していかないと、市民のために役割を発揮できないと思

います。さきほど経営企画部長がお話させていただきましたけれども、先日、図上訓練

を部長級で実施いたしましたが、まだまだ課題がありますので、常日頃から、図上訓練

も実施し、さらに実動訓練を関係機関の皆様と一緒になってやっていくことによって、

はじめて災害に対忚できるものと考えております。これからも、引き続き皆様と協力し

て対忚してまいりたいと考えております。 

 

消防本部 今回の地域防災計画の見直しは、東日本大震災これを教訓として行いましたので、特に

消防の場合は、津波対策、避難対策の部分を中心に見直させていただきました。災害と

いうものは、それぞれ特徴がちがいます。大正１２年の関東大震災の場合は火災であっ

たし、平成７年の阪神淡路大震災の場合は、倒壊でありました。それで今回は津波と、

いろいろと災害の発生によって特徴が違う。こういった場合は、市民のみなさん、また

は、こちらにご出席していただいております関係機関との連携、これが重要であると思

っております。特に消防の場合は、警察・自衛隊の忚援なくして被害の軽減は図れない

と思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

副市長 本日は、地域防災計画が出来あがりまして、初の防災会議でございましたので、尐しお

時間をいただきましたけれども、あえて、コメントをいただきました。総じて言えるの
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は、訓練をきちんとしていくこと。また、この会議には市からほとんどの部長が会議に

参加して取り組んでおります。是非とも災害に備えるうえで、今後とも関係機関の皆様

には、ご協力を賜りたいと考えております。温かいご意見をいただきましたので、対策

を充実させていきたいと思っております。 

 

それでは、報告事項（１）につきましては、時間がかかりましたけれども、この内容に

ついて、了承ということでご確認いただいてよろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございます。 

続きまして、報告事項（２）、特別警報の創設について、事務局から報告をお願いしま

す。 

 

事務局 

長﨑 

報告事項（２）、特別警報の創設につきまして、説明させていただきます。 

お手元のリーフレットをご参照ください。 

これまで、大雤、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある場合に

は、気象庁が警報を発表しまして、警戒を呼びかけてまいりました。 

 

ところが近年、東日本大震災における大津波や、平成２３年台風１２号による紀伊半島

を中心とする大雤など、従来の警報の発表基準をはるかに超える、極めて甚大な被害を

もたらす災害が、たびたび発生しております。 

こうした豪雤や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、

気象庁では、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることとなり、去

る、８月３０日から運用が開始されております。 

 

（リーフレット説明）中を開いていただきますと、特別警報のイメージの図解と、特別

警報に相当する過去の災害事例が掲載されておりますが、先日の台風１８号による京都

府、福井県、滋賀県の豪雤の際に、初めて大雤特別警報が発表されております。また、

７月末の山口県萩市におきまして発生しました、豪雤災害もこの事例に入るとのことで

ございます。なお、萩市におきましては、鎌倉市と姉妹都市の災害時相互忚援協定を締

結しておりまして、今月から忚援職員を派遣する予定をしております。 

右面では、特別警報の発表についてのフローが掲載されておりますが、上から、平常時、

注意報、警報、特別警報という流れですが、特別警報は、これまでの警報のレベルを超

える事態に発表されるものであるということ、また、逆に、特別警報が発表されていな

くても、危険を回避する行動をとる必要がある、という点を、改めて確認する必要があ

ります。 

市においても、従来から、警報の発表を受けまして、災害警戒本部あるいは災害対策本

部を設置するなど、市民の生命・財産を守るための対忚を図っております。 

従来は、警報の段階で、状況に忚じて避難所を開設し、「避難勧告」に相当する、自主

避難の呼びかけを行ってまいりました。 

 

今後は、警報から特別警報への移行が予想される場合は、災害対策本部の判断により、

速やかに避難所を開設するとともに、「避難勧告」の発令、さらに、実際に、特別警報

が発表された場合は、「避難指示」の発令などを盛り込んだ運用を図ります。 
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なお、「避難勧告」「避難指示」の運用に際しては、避難場所への移動が基本とはなり

ますが、特に、風水害の場合においては、豪雤の中、あえて避難場所への移動は危険な

場合がございます。こういった場合においては、自宅での２階への移動や崖から離れた

部屋への移動など、屋内での安全確保行動も含めた形で、市民の皆様への周知を図って

まいりたいと考えております。 

 

また、今回の特別警報の創設にあたり、気象業務法が一部改正されました。住民への周

知義務というものが自治体に課せられております。 

鎌倉市においては、従来の防災行政用無線をはじめとした、災害情報伝達手段を用いて、

警報の周知を図ることといたしますが、法の施行に伴い、防災行政用無線スピーカーの

性能向上や、状況によっては子局の更なる増設など、具体的対忚策が必要となるケース

も想定されます。 

先ほどの報告で申し上げた、災害情報伝達体制の整備を図る中で、検討を進めてまいり

たいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

 

副市長 ただ今の報告につきまして、ご意見、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

≪質問等なし≫ 

よろしいですか。それでは、報告事項（２）につきましては、了承とさせていただきま

す。 

本日の議事と報告事項は終わりました。その他に入ります、事務局から、何かあります

か。 

事務局 

長﨑 

冒頭、市長からもお話させていただきましたが、このたび、委員の皆様のご協力により

鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）の改定を実施いたしました。 

鎌倉市地域防災計画では、地震災害対策編の他に、台風や土砂災害への対策を網羅した

「風水害対策編」を作成しており、先ほど報告いたしました、特別警報など、風水害を

取り巻く状況の変化に合わせ、必要な修正を行いたいと考えております。 

今後、こちらの作業につきまして、地震災害対策編と同様に広範囲に及ぶ内容になりま

すので、各委員のご協力をいただきながら、修正作業をすすめてまいりたいと考えてお

ります。適宜進捗状況を報告させていただくとともに、改定内容について、ご審議をお

願いすることとなりますので、引き続き、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

また、今後のスケジュールですが、本日ご承認いただいた各案件の進捗の報告も含めま

して、年度内にもう一度、防災会議を開催させていただきたいと考えております。 

なお、必要に忚じて、幹事会も開催し、関係機関の皆様とは、密に情報共有をさせてい

ただきたいと思います。 

以上です。 

 

副市長 ただいまの事務局からのお願い事項を含めまして、本年度もう一度、この防災会議を開

催したいと思います。よろしくお願いいたします。 

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 

 


