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平成２６年 第１回鎌倉市防災会議 

 

日時：平成２６年３月１８日（火） 

１４時００分～１５時５５分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：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・影山係長・山村・石黒 

議事録（概要筆記）                               ※敬称略 

事務局 

長﨑 

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、３４名で、現在の定数４０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、この会議の成立を報告いたしま

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。 

会長 こんにちは。鎌倉市長の松尾です。 

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、まことにありがとうご

ざいます。 

この防災会議も昨年１０月に引き続き、本年度２回目の開催となりますが、従来の大雨

に加えて、今年に入りまして記録的な大雪などが発生し、その対応策が国主導のもと、

急がれているところです。 

鎌倉市地域防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ、昨年度、地震災害対策編を改

定いたしましたが、今後、新たな地震被害想定などが国・県により公表されてまいりま

す。さらなる充実に向けて検討していきたいと考えております。 

特に津波対策といたしまして、沿岸部に位置していました消防本部や材木座、稲瀬川

保育園を内陸部に移転する計画を策定してまいりました。 

また、平成２６年度としまして、風水害対策編を改定し、よりいっそうの災害対策を

図ってまいりますので、委員の皆様には、本日も活発なご審議をお願い申し上げますと

ともに、引き続き、ご負担をおかけいたしますけれども、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

事務局 

長﨑 

ありがとうございました。続きまして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、ご紹介いたします。 

まず、湘南海上保安署の吉野委員でございます。 

湘南海上保安署 皆様はじめまして、湘南海上保安署の署長をしております吉野と申します。昨年４月に

こちらに参りましてちょうど１年になります。湘南海上保安署の管轄は、横須賀海上保

安部担当地域の中で、鎌倉から湘南海岸、湯河原町までの海岸線一体となっております。

海浜につきましては相模原全体を管轄しております。一番懸念しております津波に対し

て、非常に観光地でありますし、いかに皆さんに早く周知して、避難をしてもらうかと

いうことを各自治体の方と相談しながら、今後とも進めていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

事務局 長﨑 ありがとうございました。続きまして、もうおひと方、湘南モノレールの早坂委員でい
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 らっしゃいます。 

湘南モノレール はじめまして、日ごろから湘南モノレールの運行に、ご協力にありがとうございます。

人事異動がありまして総務課長をしております。なにせ、初めてのことでありますので、

色々と教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局 

長﨑 

 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ここで本日資料が多いため、確

認をさせていただきたいと思います。 

まず、事前送付資料といたしまして、事前資料１左上ホチキス止めの資料「避難勧告・

避難指示等の発令基準（案）」、事前資料２「防災対策の取組状況」、さらにＡ４横の

資料となります事前資料３「鎌倉市域における主な地震・津波想定」、さらにホチキス

止めの事前資料４「地域防災計画（地震災害対策編）一部修正新旧対照表」となります。

また本日お手元にご用意させていただいております配布資料として資料５「地震災害時

業務継続計画（第一次）について（概要）」、資料６「鎌倉市緊急事態対策計画（放射

性物質対策編）の策定について」、Ａ３版の資料７「避難勧告等に係る具体的な発令基

準の策定状況調査結果」、資料８「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針

の概要」、資料９「災害時用援護者情報収集事務に係る個人情報の取扱」、資料１０ 

「平成２６年度 防災安全部訓練計画（案）」でございます。 

また参考資料としまして、先般発行いたしました「かまくら防災読本」ならびに「地

域防災計画（風水害対策編）」、こちらは現行のものですが配布させていただいており

ます。以上ご確認をお願いいたします。 

 

 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１名ございます。前回と同様、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。 

会長 それでは傍聴を認めることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

事務局 

長﨑 

それでは傍聴者入場のためいったん休憩いたします。 

（休憩） 

大変お待たせいたしました。 

傍聴の方に申し上げます。 

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、

資料の取扱ですが、終了後、恐れ入りますが、会議資料は椅子の上においたまま退出を

していただきますよう、お願い申し上げます。 

 

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そって（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

勤めることとされております。進行につきましては、松尾市長にお願いをいたします。 

会長 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「避難勧告・避難指示の発令基準の設定」について事務局より内容の

説明をお願いいたします。 

事務局 

阪中 

阪中です。よろしくお願いいたします。座って失礼いたします。 

まずスクリーンを覧ください。こちらは昨年１０月１５日から１６日に通過した、台風

２６号によって鎌倉市植木で発生した土砂災害です。 

このとき鎌倉市には、土砂災害警戒情報が発令されていましたが、深夜（３：１０）だ

ったため、市では広報等の周知は行いませんでした。このようなこともあり、鎌倉市で



- 3 - 

は、【土砂災害】をはじめ、【水害】、【津波災害】、【武力攻撃事態・緊急対処事態】

についての避難勧告等の基準案を作成しました。 

それでは事前配布資料の１、避難勧告・避難指示等の発令基準案、及び本日配布しまし

た、資料７のＡ３両面印刷の県内市町村の避難勧告等に係る具体的な発令基準の策定状

況調査結果、そして本日配布しました、かまくら防災読本に基づいて、ご説明します。 

最初にＡ３の資料７、これは神奈川県内の避難勧告等に係る具体的な発令基準の策定状

況調査結果の一覧表になっております。33団体のうち【水害】は１４団体、【土砂災害】

については１５団体、【高潮災害】については７団体、【津波災害】は６団体が策定さ

れているという状況です。 

それでは事前配布資料１をご覧ください。 

一番上にあります表は、「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」が発令されるとき

の状況を説明しました。「避難準備情報」が発令される時点で、ここでは避難所は開設

済みで自主避難を促す段階です。要援護者は避難行動を開始していただきます。 

「避難勧告」は避難を開始いただく段階になっております。 

「避難指示」は人的被害の危険性が非常に高くなっている状況です。 

この各種災害時の伝達方法ですが、防災行政用無線、防災安全情報メール、鎌倉ケーブ

ルテレビのテロップ、鎌倉ＦＭ、車両による広報で行います。また解除の場合は、車両

の広報は行いません。 

それではまず、河川について説明をいたします。 

今日お配りました、「防災読本」Ｐ１７，１８をご参照ください。 

こちらは鎌倉市の洪水・内水ハザードマップです。鎌倉市の大船を流れます柏尾川に

つきましては、２４時間雨量２９２ｍｍ（１００年に１回）、また鎌倉市鎌倉駅中心

を流れます滑川、西の藤沢寄りを流れます神戸川につきましては、１時間雨量７４ｍ

ｍ（３０年に１回）を想定した洪水による浸水想定区域がこの左上に洪水浸水深さの

判例で 50ｃｍ以上から 2ｍ未満で着色されています。 

この３つの河川は、神奈川県水防計画で水位情報の通知及び周知を行う河川です。 

各観測所での基準水位は県の水防計画の水位であります。また、発令基準の次ページ

にはそれぞれ３つの河川の「水防団待機水位」「氾濫注意水位」「避難判断水位」「氾

濫危険水位」の数値がでております。その意味につきましては、防災読本Ｐ１６右か

ら２つめ、「水位情報と避難行動の関係図」をご覧ください。まず「水防団待機水位」

は水防活動に入るための準備を行う水位です。「はん濫注意水位」は洪水に対する水

防活動の目安となる水位です。避難の準備を整えます。「避難判断水位」は避難の目

安となる水位です。「はん濫危険水位」は洪水により、河川からの越水や堤防決壊の

おそれがある水位です。 

もう一度発令基準案の 2 ページ目にもどっていただきまして、各河川の避難準備情報

につきましては、こちらの氾濫注意水位に水位が上昇したときに、避難準備情報を広

報します。さらに水位があがりまして、避難氾濫水位に水位が上昇した場合、避難勧

告を発令します。氾濫危険水位になったときには、避難指示発令をいたします。それ

ぞれ危険が迫っている場合は、建物の 2 階への垂直避難も避難の一つと考えておりま

す。また氾濫注意水位を超えていてさらに雨が降り続く場合、「避難判断水位」以下

であっても夜 8 時までに避難勧告を行うことを考えております。以上で河川について

の説明を終わります。 

会長 まず「河川」の部分について、この時点でのご意見、ご質問などありましたらお願いい



- 4 - 

たします。 

特にこの避難勧告、避難指示は、実際に市民の方々が、直接行動を起こしていただかな

ければならないということで大変難しいところであり、また行政でも大変苦慮するとこ

ろでございます。そういう意味で避難行動を市民に求めるにあたり、消防本部ではどの

ように考えているか、意見があればお願いいたします。 

消防本部 消防本部からですが、われわれはテレメーターというのがついているのですが、そちら

の情報や、消防隊が実際に車両で河川を巡回し、その推移の状況をみながら判断してい

くよう考えております。危険水位に達した場合は、当然先ほど事務局から説明があった

ように、今後の雨量等々を含めて早くに避難をしていかなければならないという場合に

は、スピーディーな形で避難指示をしていきたいと考えております。ただここで一番問

題なのは避難をする場所ですが、避難所の開設、これが夜間だとか土曜・日曜ですとか

そういった状況になった場合の対応を、これからきちっと考えていかなければならない

のかなと思います。皆さんにも今後事業所等、そういった高い建物があった場合にはそ

ういったところを含めて避難場所として協力していただければと思っております。以上

です。 

教育長 教育長の安良岡です。柏尾川の関係で洪水ハザードマップの中で玉縄小学校、玉縄中学

校が洪水浸水深さが 0.5ｍ未満の範囲に入っているわけですが、この避難勧告等が出さ

れた場合、ここは避難所としては開設しないのでほかへ移動しなさい、という判断をす

ればよろしいのか確認させてください。 

会長 はい、事務局お願いいたします。 

事務局 

長﨑  

はい、只今のご質問ですが、状況によると思うのですが、基本的に消防長から現場の巡

視という話もありました。そういった現場の状況等々を踏まえまして、判断をしていく

かたちになると思います。柏尾川に対する避難勧告が出された際に一律に玉縄小学校、

玉縄中学校が、イコール避難所から外れるということは現時点では想定しておりませ

ん。あくまでも状況をみてという形で考えております。以上です。 

会長 この避難行動を市民の方々へ求めていくにあたりましては、鎌倉大船両警察署にもご協

力をいただければならないと考えているのですが、もしご意見等、留意点等ありました

らご意見いただけるとありがたいのですが。いかがでしょうか。 

鎌倉警察署 鎌倉警察署長の橋野です。近年ゲリラ豪雨ですとか、本当に天候が荒れることが多いで

すが、私どもがお願いしたいことは横の連携です。一分一秒を争うということになりま

すので連絡をいただき、連携をとることかと思います。以上です。 

大船警察署 大船警察署警備課長の石田です。今、橋野署長がおっしゃっていた通り、やはり一番重

要なのは各機関等と自治体との連携が重要であります。あと時間ですね、深夜帯、早朝

いつそのような勧告をするか、災害はいつわかるかわかりません。そのための横の連絡

と日々の訓練ですね。このような状況になったときの、訓練の反復が重要なのではない

かと考えます。 

会長 貴重なご意見ありがとうございました。 

特にほかはないでしょうか。 

よろしいですか、とくにないようであればこの項目につきましては以上としまして、 

「土砂災害」の項目について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 

阪中 

もう一度資料７をご覧ください。土砂災害に関します発令基準におきまして神奈川県内

市町村は１５団体ありますが、ほとんどが前兆現象を確認して発令をするというふうに

なっているところが多く見られます。 
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鎌倉市では夜間等、前兆現象の確認ができない場合でも判断するように、神奈川県砂防

海岸課が提供している土砂災害警戒情報を補足する情報を利用して、総合的に判断して

いきます。 

スクリーンをご覧ください。こちらが、神奈川県砂防海岸課が情報を発しています、土

砂災害警戒情報であります。今、神奈川県全体を写しておりますが、こちらを選択しま

すと、例えば鎌倉市稲村ガ崎一丁目と入力しますとこのエリアがでてきます。かなり詳

細にわかります。ここの土砂災害警戒情報で土砂災害警戒判定メッシュ、1 キロメッシ

ュ、５キロメッシュとあるのですが、これで一番細かい 1 キロメッシュで土砂災害警戒

情報が鎌倉市内のどこに発表しているかというのが、この画面で確認することができま

す。現在この赤いまるが現在の状況であります。ここでは現在雨が降っていませんが、

この縦軸が６０分間の積算雨量、横軸が土壌雨量指数といいまして、これは雨が土にし

みこんでいる量であります。そしてこの赤いまるの部分が、雨が降りますとだんだん赤

い部分へ近づいていきます。実際に雨が降りますと水色のまるが出てくるのですが、こ

こで１時間先、２時間先の予想というのがでてきまして、これがだんだん赤いラインに

近づいてきます。そしてここの大雨注意報の土砂に警戒を呼びかける基準に入ってきま

すと、大雨注意報が出ます。大雨警報の土砂に警戒を呼びかける基準を超過しますと、

大雨警報で土砂災害に注意が必要となります。さらに赤いラインに入ったときに、土砂

災害警戒情報が発表されます。このときに鎌倉市のどこのエリアで、この 1キロメッシ

ュ、5 キロメッシュでどの町内に、実際に土砂災害警戒情報がでているのかを判断しま

して、そのエリアに対して避難勧告、避難指示を行おうと考えております。 

防災読本のＰ２０からＰ２２をご覧ください。 

こちらは鎌倉市が発行しました、土砂災害ハザードマップであります。鎌倉市内には４

１４区域の土砂災害警戒区域があり、１７，８１７世帯、約４２，０００人が、その土

砂災害警戒区域内に居住しています。前兆現象の確認がされた地域以外にも、このマッ

プにあります土砂災害警戒区域のうち、土砂災害警戒情報システムの画面では、１キロ

メッシュの土砂災害警戒情報の基準に達したエリアに避難の発令を考えています。 

夜間につきましては、河川と同様に、夜８時までに今後の雨について、場合によって

は県砂防海岸課、気象庁と相談して発令することを考えています。 

以上で説明を終わります。 

会長 土砂災害の点につきまして、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、土砂災害についてご意見をいただけたらと思

います。 

横須賀三浦地域

県政総合センタ

ー 

横須賀三浦地域県政総合センター所長、水田でございます。ただいま土砂災害について

発令の話がありましたけれども、直接は藤沢土木事務所が特に関係すると思いますが、

土砂災害に関しては、特に夜間、みなさんいきなり崩れてくるというようなことを非常

に危惧されるわけです。去年の台風の時には横須賀市のところでは、避難勧告を出され

たと思いますけれども、実際に発令されても崩れるわけではありませんが、みなさんに

ご理解いただいて夜間であっても迅速に避難をして、伝達するということが非常に重要

かなと思っておりますので、そのあたり是非よろしくお願いしたいと思います。以上で

す。 

会長 ありがとうございます。今、土砂災害ですと公共交通機関にも影響が出るということが

ありまして、ＪＲさん、湘南モノレールさん、何か、関連することで、ご意見はござい

ますでしょうか。 
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東日本旅客鉄道 ＪＲ鎌倉駅の幌村と申します。ＪＲにつきましては、総合防災システムが入っておりま

して、その中で雨、風、地震、それから横浜支社にはないのですが、法面からの落石検

知というものが総合的についておりまして、それで注意が発令されたら、電車を徐行す

るなり、運転を中止するなりというような対応をとって、安全の確保に努めております。 

湘南モノレール 湘南モノレールです。例えば情報が出たときに、市の防災メールですとか、防災無線と

か、それらを鉄道従事員として職員たちが情報を知る手段として、自分たちで積極的に

取りに行くということでよろしいでしょうか。 

会長 その点、事務局よろしくお願いいたします。 

事務局 

長﨑 

はい、今おっしゃっていただいた通りです。やはり個別にこのような事態の時に、連絡

するというのはなかなか難しいと思います。もちろん可能であれば連絡はしたいのです

が、今おっしゃっていただいたように、防災無線を聞いていただく、あるいは市の防災

メールに社員の方が加入していただく、というのが一番確実かなと考えておりますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

会長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。つづいて「津波」の項目について、事務局、

説明をお願いします。 

事務局 

阪中 

発令基準案につきましては、Ｐ４になります。 

防災読本Ｐ７からＰ１０をご覧ください。こちらは鎌倉市が発行しました津波ハザード

マップとなります。 

Ｐ５に警報と注意報の説明があります。 

津波注意報が発令されているときは避難準備情報です。このときは避難ではなく海岸に

近づかないことを伝達します。 

津波警報では避難勧告、大津波警報では避難指示を、それぞれ高台避難をサイレンとと

もに伝えます。以上で説明終わります。 

会長 「津波」の部分について、ご意見、ご質問などありましたら、お願いいたします。 

はい、湘南海上保安署。 

湘南海上保安署 湘南海上保安署としまして、先程の挨拶の中で述べさせていただきましたが、海岸で遊

んでいる方、また海側にでて遊んでいる方にどうやって伝えるか、避難させるかが一番

懸念しているところであり、各自治体ともそのような方法等、検討しているところです。

先ほど、海岸に近づかないように伝達する、ということでしたが、これはあくまでも地

域の住民の方、当然観光客の方も海上におられますので、海上に出ている方に対してど

うやって伝えていくのか、ということがあります。案としまして、各自治体の方のお話

の中で、オレンジフラッグを使って気象情報、津波警報等の伝達を知らせる方法をとる

というところも多いところでございます。ただそれが、どのくらい海の上から見えるの

か、ということが一つあります。海上保安庁の方は一般商船、貨物船につきましては無

線のＶＨＦがありますので、そういった情報伝達ができますが、一番問題なのはトレジ

ャーボートで無線を持っていない方にどうするのか、また夏場水上オートバイが非常に

多いというところで、その方にどういうふうに連絡をするのかということがあります。

当然津波警報がでれば、海上保安庁の航空機によりまして、津波警報が発令されたとい

うことを、海岸線に周知するような形がありますが、いかんせん時間的ロスが出てきま

すので、そういうところが今後、観光客・海水浴客のいるところの自治体さん、また関

係者の方に検討していただいて、どのように伝えていくのか。あと漁業者につきまして

も、小さい漁船につきましては無線がありません。私どものほうでは訪船しましてラジ

オを持ってください、ということで何か異変があれば、まずはラジオをつけてラジオか
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ら情報をとってください、と今お願いしているところですが、なかなかそれも伝わらず

懸念しているところです。皆さんの方から海上保安庁に、こうして欲しいというご意見

がありましたら、私どもに言っていただければ協力していきたいと思っております。 

あと一点、提案としまして津波高の１０ｍというのは、どのくらいの高さなのかとい

うのが、平面のハザードマップではわかりづらいというのがあります。海上保安庁の巡

視船を利用していただいて、担当者の方、海側から実際の津波の高さ、津波が１０ｍと

いうのはどのくらいなのかというのを見てもらって、ではこのビルは助かるのだという

ことを推し進めているところでありますので、そういった形を利用していただいて見て

もらいたいと思います。当然灯台が基準となりますが、灯台の高さを基準として１０ｍ

というのはこのくらいの高さだとみていただければ、ここで１０ｍだったら大丈夫だと

いうのが見えてきます。こちらの担当者に連絡していただければ、江ノ島に基地はあり

ますので、江ノ島から乗ってもらいまして、見ていただくという形で、協力していきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございます。 

教育長 第一小学校がやはり津波浸水区域に入っております。そして第一小学校は 3年前の３．

１１のときにも津波が来るという情報の中で、どのくらいの時間で津波が来るのかとい

うことが、大変知りたがっていた情報でした。ここに放送の内容が書いてありますが、

できましたらここに「何分後くらいに津波が来ます」というのも、もしわかると学校と

しましては、どこに避難したらいいのかというのを考える参考になるかと思います。現

在第一小学校も御成中学校に避難することで訓練をしているのですが、やはり 30 分程

度子供たち、特に一年生あたりがかかってしまいます。30 分では津波に巻き込まれてし

まうというのであれば、屋上しか逃げるところがないので、そのあたりの判断を、ぜひ

学校のほうでもしたいという中では、時間がもし放送の中で教えていただけるというこ

とは、ある程度予測ではできるのでしょうか。そのあたりいかがでしょうか。 

会長 事務局よりどうぞ。 

事務局 

長﨑 

はい、津波警報が出たときに到達予想時間、時刻というのは一番気になるところかとは

思います。ただ、防災無線が到達時間をお知らせできるかというと、非常に難しい問題

を含んでいます。津波警報などは、発表後、Ｊ－アラートの信号を基に、事前に登録さ

れた音声が自動放送されます。また、津波を起こす震源の場所により、到達時間は大き

く左右いたしますので、何分後に到達するのか、その時の状況によります。やはり津波

からの避難の基本は、まず高台へ避難することと考えております。 

会長 よろしいでしょうか。では続けてください。 

事務局 

阪中 

最後に、武力攻撃事態・緊急対処事態です。この場合は、準備情報・勧告はなく、いき

なり避難指示となります。広報例文はミサイルやテロなどの内容によって変えていま

す。以上です。 

会長 では、武力攻撃事態・緊急対処事態について、または、全体を通してでも結構ですので、

質問などございましたら、お願いします。 

（質問なし） 

よろしいでしょうか。 

では、議題１避難勧告、避難指示の発令基準の設定につきまして、了承としてよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

では、議題１は了承とさせていただきます。 
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次に報告事項１に移りたいと思います。報告事項１「防災対策の取組状況」について、

事務局から説明を願います。 

事務局 

佐藤 

事務局の佐藤と申します。よろしくお願いします。報告事項（１）防災対策の取組状況

について説明いたします。失礼ですが着席して説明させていただきます。 

東日本大震災の発生から、３年が経過しました。鎌倉市におきましても、震災以降、明

らかとなった課題と、被災地の教訓を踏まえ、各種の防災・減災対策に取り組んでまい

りました。本日は、震災以降の主な取り組みと、今後の方向性について報告させていた

だきます。 

鎌倉市の防災対策は、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害の発生による被害を最小限に

とどめる「減災」と、「自助」「共助」「公助」の役割分担と連携、ハード・ソフトの

対策による、災害に強いまちづくりを基本としております。 

平成 24 年度には、こうした方針のもと、地域防災計画の改定を行い、現在、計画の実

現に向けた各種事業の推進を図っているところです。 

お手元の資料をご参照ください。 

この表は、地域防災計画で掲げた重点項目ごとに、計画の方向性と主な取り組みを整理

して掲載したもので、新たな取組と以前からの継続的な取組を、区別して表示しており

ます。 

項目に沿って、概要を説明させていただきます。 

まず、≪１≫災害情報の収集と伝達体制の整備です。災害時に限られた状況下で情報収

集体制を整え、被害の拡大防止に向けた対応を図るとともに、災害情報の的確な提供に

より、迅速な避難等につなげ、減災を図る上で「公助」として最も重要な項目となりま

す。震災以降、これまでの主な取組として、防災行政用無線子局の増設、戸別受信機の

導入、エリアメールの導入、かまくら防災読本の作成・配布など、様々な手法により情

報提供を行ってきたところです。今後の取組といたしましても、引き続き防災行政用無

線の難聴対策を中心に、情報提供体制の充実を図ってまいります。 

なお、本年度事業として作成した、かまくら防災読本を参考資料として配布させていた

だきました。 

次に、≪２≫災害対策本部機能の充実ですが、災害発生時に初動体制を確保し、迅速な

本部運営を行うための事前準備と、様々な事態を想定した訓練の繰り返しによる、災害

対策本部従事職員のスキル向上を推進する必要があります。 

これは、地震や風水害といった自然災害に留まらず、各種危機事象の発生時にも同様の

対応が求められてまいります。これまでの取組として、災害対応に従事する職員のため

の備蓄を始めたほか、各種訓練を実施してまいりました。 

今後も、同様の方向性で取り組んでまいりますが、情報収集のための機器の配備など、

本部機能の強化に向け、必要な対策を講じてまいります。 

次の、≪３≫災害時要援護者対策につきましては、報告事項（３）で別途説明させてい

ただきます。 

次に、≪４≫帰宅困難者対策ですが、震災当日、鎌倉市内でも 5,000名を超える帰宅困

難者が発生し、避難所を開設し対応いたしました。 

また、先月の２週にわたる大雪の際にも、鎌倉生涯学習センターを開放し、帰宅困難者

を収容いたしました。これまでの取組として、本市の観光地としての特性を踏まえ、市

内の社寺と公共施設を帰宅困難者一時滞在施設に指定したほか、必要な物資の備蓄を進

めております。 
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また、鉄道事業者等との連携により、混乱防止と円滑な誘導を目的とした訓練を実施い

たしました。今後も、施設管理者を含めた、連携体制の構築に努めてまいります。 

次に、≪５≫津波対策ですが、東西約７キロの海岸線を有する鎌倉市にとって津波対策

は喫緊の課題であり、震災直後から避難に必要な情報の提供や避難訓練など、ソフト対

策を中心とした取組を進めてまいりました。今後はソフト対策として、夜間の津波発生

を想定し、照明設備を含めた避難誘導対策の検討や訓練を、ハード対策として津波防災

を意識した施設整備や、まちづくりに取り組んでまいります。 

次に、≪６≫避難対策ですが、地震だけでなく、風水害や土砂災害など各種災害による、

人的被害の軽減を図るため、避難勧告・避難指示の発令基準の見直しを進めております。 

また、地震発生時の基本的な避難行動の啓発として、シェイクアウト訓練の導入や、夜

間の対応も含めた避難所への誘導サインの充実など、安全対策も進めてまいります。 

次に、≪７≫その他の事業としてですが、地域防災計画（地震災害対策編）の改定をは

じめ、災害時の広域的な応援体制構築に向けた各種協定の締結、専門家のアドバイスに

よる対策の充実を図ってまいりました。平成 26 年度は、台風や土砂災害などへの対応

強化を図るため、地域防災計画（風水害対策編）の改定を予定しておりますが、詳細に

つきましては、報告事項（４）で説明させていただきます。 

今後は、自主防災組織への支援充実、庁内各分野の計画との連携などにより、災害に強

いまちづくりの推進を図ってまいります。 

なお、この項目で、今後の取組として、首都直下・南海トラフ地震への対策検討とあり

ますが、参考資料としてお示しいたしました、「鎌倉市における主な地震・津波想定」

をご参照ください。 

現在の地域防災計画は地震被害想定については、平成 21 年 3 月に、また、津波浸水想

定については、平成 24 年 3 月に、それぞれ神奈川県が公表した結果に基づいて作成し

ておりますが、国の検討により、南海トラフ地震、首都直下地震の想定が随時公表され

ております。 

首都直下地震に係る国の想定では、地震の発生する場所によっては、短時間で大規模な

津波が来襲するケースが考えられることから、これまで検討してきた津波防災対策のス

ピードアップが求められてまいります。 

また、国の対応として、南海トラフ地震対策特別措置法、首都直下地震対策特別措置法

が昨年 12月 27 日に施行されております。 

鎌倉市といたしましてもこうした動きを注視し、入手した情報を防災会議等に報告し、

委員による議論を踏まえ、必要に応じて地域防災計画に反映するとともに、関係部署、

関係機関等に対応策の検討を要請し、津波防災対策の推進を図ってまいります。 

以上で説明を終わります。 

会長 ご質問、ご意見などございましたらよろしくお願いいたします。無いようでしたら、報

告事項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、報告事項２、「地

域防災計画（地震災害対策編）の一部修正」について、事務局からの内容の説明を願い

ます。  

事務局 

山村 

報告事項２、地域防災計画（地震災害対策編）の一部修正について、説明いたします。 

事前に配布させていただいております、事前資料４の新旧対照表をご参照ください。 

こちらは、前回１０月の防災会議でご了承いただきました、神奈川県の防災会議からい

ただきました意見のうち、単純な語句・文言の修正など検討の余地がなく、すぐに対応

すべき案件として修正するものと、昨年、平成２５年６月２１日に災害対策基本法が改
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正され、同日から１年を超えない範囲において、各市町村の地域防災計画に定めること

となりました、避難行動要支援者名簿関係を法改正対応として、明記するものです。 

具体には、資料を１枚めくっていただき２ページ目、こちらに記載しております、在宅

者対策、要援護者情報の収集と共有についてご説明いたします。市では関連部所で把握

している、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者情報を整理し、避難について、支援が

必要な方をまとめて、「避難行動要支援者名簿」として作成します。さらに、避難行動

要支援者の中から同意を得た方については、平常時から、県警察、社会福祉協議会や、

情報漏えい対策が図られた避難支援の実施に係る関係者へ提供する旨、明記いたしま

す。 

今回の修正は、現行の地域防災計画（地震災害対策編）を必要最小限の修正のみとし

まして、地域防災計画（地震災害対策編）全体を通しての改正は、現在、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、被害想

定を全面的に見直し、その調査結果を、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、直ちに各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行いたいと考

えております。 

 ひきつづき、それまでの間におきましても、今回の法改正対応のように、必要が生じ

た場合には、適宜修正を行い、防災会議にご報告させていただきます。 

 以上で、説明を終わります。 

会長 ただいまの報告でご質問、ご意見ありますでしょうか。 

では引き続き、報告事項３「災害時要援護者対策の取組状況」について、事務局から内

容の説明を願います。 

事務局 

佐藤 

報告事項（３）災害時要援護者対策の取組状況について、説明いたします。 

本日配布させていただきました資料８及び資料９をご参照ください。 

鎌倉市では、平成１４年度からいわゆる「手挙げ方式」による、災害時要援護者登録制

度を運用しており、現在約 1,400 名の登録をいただいているところですが、先の東日本

大震災において、多くの高齢者やその支援者が犠牲となった教訓を踏まえ、昨年６月に

災害対策基本法が改正されました。 

その主な内容は、 

①避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に際し必要な

個人情報を利用できること 

②避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支

援等関係者に情報提供すること 

③現に災害が発生、又は発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず、

名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること 

④名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報

の漏えいの防止のための必要な措置を講ずること 

などの規定が新たに定められ（第 49条第 10項～13項）、避難行動要支援者名簿を活用

した実効性ある支援がなされるよう、法整備が行われたところです。 

 

鎌倉市においては、法の改正前から災害時要援護者対策の重要性を認識し、関係部局に

よる検討を開始しているほか、昨年度改定を行った地域防災計画（地震災害対策編）に
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おきましても、改定基本方針の重点項目に位置づけ、国のガイドラインに基づく施策の

充実と、災害時要援護者情報の共有による支援体制の充実を図ることとしております。 

今回の法改正を受け、本市においても、早急な名簿作成の検討を進めており、 

①健康福祉部で管理する障害者、要介護者等のデータから、対象者の個人情報（氏名、

住所、生年月日、性別、障害の有無、障害の程度等）の抽出 

②市民課で管理する、住民記録データベースから、６５歳以上の高齢者の個人情報（氏

名、住所、生年月日、性別等）の抽出 

を予定しており、この２種類のデータをシステムに登録し、重複者を削除して、避難行

動要支援者名簿とする予定です。 

 

今後は、名簿登載者に対して、個人情報の開示についての同意を得るための作業を進め、

自治会・町内会、自主防災組織、民生委員等への平常時からの情報提供体制を整え、地

域における支援体制の構築をめざしてまいります。 

以上で説明を終わります。 

会長 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。 

市役所のほうでも検討していることなのですが、健康福祉部から少し報告をお願いいた

します。 

健康福祉部 健康福祉部長の佐藤でございます。先ほどの計画の見直しの中にも、要配慮者という言

葉、要支援者という言葉がありましたが、この資料９でいいますと障害者、先ほど説明

があった通り手帳をお持ちの方、それから介護認定者の中で特に介護度が３以上の方、

こういった方が要支援の対象になっていく方々になるのであろう、というふうに考えて

おります。大事なのは資料８にもございますが、この個別の支援計画をどうやって作っ

ていくかというのが非常に大きな課題です。計画の作り方をどうするかという問題もあ

ります。今私達はどういうふうに考えているかといいますと、資料８の第一で書いてあ

ります、全体計画をどうとらえるのか、要支援者に係る全体計画をまず作りましょうと

いうことで現在作成をしております。最終的には名簿を提供して要支援者を絞っていく

わけですが、要支援者と支援者、この関係が一番大事なところになります。そして支援

者が要支援者を支援する場合の、個別計画を作らなければならないという手続きになり

ます。そうすると個別計画というのが、地域の中では色々と事情がございます。ですか

ら、この個別計画の策定に対しては、マニュアルという形で、今検討しております。こ

のマニュアルに沿って、地域の実情にあった個別計画の策定をお願いしていく、という

スキームになっております。例えば要支援者の方がいらっしゃる地区・地域、これは例

えば町内会であったり、自主防であったり、色々な大きな枠組みがあるのですけれども、

実際に要支援者を支援する方々の、いわゆるテリトリー、形というのは、あまり大きな

範囲は困難であろうということで、よく町内会、自治会の中で回覧板が回る班単位、と

いうのが基本的な個別支援者の固まりになっていくのだろう、という考えでマニュアル

を策定しております。この全体計画とマニュアルについては、今年度中に素案としてま

とめ、今、庁内で検討しております、プロジェクトチームに、素案として提供させてい

ただきます。これで当然ながら地域ごとに取り組んでいただくのですが、いきなりこれ

を全地域にお願いします、というのは、なかなか難しいということがあります。ですか

らモデル的な地区を選択しまして、例えば要支援者の特性とか、よく実情にあった形で

みていただいて、この個別支援計画をどのように作っていくのか、こういったところを

市がサポートしながら、各地域に入っていって、モデル地区のようなかたちで、まずこ
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んな形が出来上がりました、というようなことを実績として作っていきまして、それを

全体につなげていくという、こんなやりかたを考えております。ですから、いきなり個

別計画がある年度ですべて作られるというのはなかなか難しい、という考えでございま

して、そのモデルなり、積極的に取り組んでいる地域を中心に、まず見本を作っていこ

う、というふうに考えております。それからこの個人情報の取扱を当然ながら慎重にし

なければならない、というのがありますので、これもあわせて関係部で議論しておりま

す。いずれにしてもこの個別計画がないと、実際には要支援にはつながらないというこ

とがございますので、ここを最終的な目的としますけれども、いずれにせよ何年かで作

っていこうということ考えておりまして、初年度は全体の何パーセント、２年目は全体

の何パーセントという目標を持ちながら、全体に波及するような形を考えていきたいと

思っています。以上です。 

会長 災害時要援護者ということで、具体的に地域の活動ということが大事になってくるので

すけれども、自主防災組織の岩佐会長、何か具体的な地域の課題といいますか、災害時

要援護者対策について、今かかえているようなことがございましたらお願いします。 

自主防災組織連

合会  

まさにこれからどうしようか、というところです。僕みたいに町内会長を何十年とや

っていれば、町内にどういう人がどういう形で住まわれているか、というのは自分で会

員はわかっております。しかし他人には広げないようにして、会長のみでこさえている

のですけれども、ここで一番大事なのは民生委員さんとのタイアップをとりながら、情

報化をしていかなければならないだろうと。 

あと先ほどお話がありましたけれども、やはり班、組単位での進め方がいいと思いま

す。私の田舎は、宮城県亘理郡の山元町なのですけれども、そこではＡさんを助けるた

めに、ＢさんとＣさんがいざというときには助けるんだよ、というのがしっかりと出来

上がっているのですね。まだそこまでうまくいっていませんが、近い将来そういう形に

していきたいな、というふうに思っております。しかし、いいか悪いかわかりませんが、

そういう方たちがほとんど私の頭の中だけでなくて、ノートに残っているという状態で

すけれども。 

しかし地域全体の大船地区をみてみても、町内会の会長さん方が全体的に１年くらい

で交代してしまう、という例が非常に多いですね。そうするとほとんどそういう部分が

わからないまま 1年過ごし、交代してしまうということがあるので、連合会としてはせ

いぜい２年くらいは町内会長をやってもらえると、そういうことも自分の胸にしっかり

入って、次期会長さんにしっかり伝達していけるのではないかなと。まだまだ完璧では

ありませんが、そんな風に思っております。 

会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。ほかに無いようでしたら、続きまし

て、報告事項４「地域防災計画（風水害対策編）の改定」について、事務局から内容の

説明を願います。 

事務局 

阪中 

「地域防災計画（風水害対策編）の改定」について説明いたします。 

本日配りました「地域防災計画（風水害対策編）」ですが、長いこと改定されておりま

せんでした。 

東日本大震災を受け、昨年は地域防災計画（地震対策編）の改定を行ったところですが、

昨今の異常気象、ゲリラ豪雨、昨年気象庁が８月３０日に運用開始した特別警報、平成

２３年に市内全域４１４区域で指定された、土砂災害警戒情報など様々な情報が増え、

現在の状況に合わない部分があります。 

また、最近では大雪での対応など様々なご意見があります。 
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本来は、もっと早く改定しなければいけないものでしたが、地震災害対策編の改定を先

行したため、今後、風水害対策編の改正を行っていきたいと思います。以上で説明を終

わります。 

会長 只今の報告についてご質問、ご意見などありましたらお願いいたします。 

今後、風水害対策編の改定に遅ればせながら着手をするというところで、ご意見いただ

けたらと思うのですが、先般ありました大雪の対策など、どのように盛り込んでいくか

などというようなこともありまして、それぞれの立場で、みなさん大雪に対しての課題

ですとか何かありましたら、ここでいただけるとありがたいのですが。 

自主防災組織連

合会 

話はちがいますが、雪かき楽しかったですね。子供たちが大勢集まってきて、地域コミ

ュニティみたいな感じでした。私達のところでは、いつも会えば、挨拶するのが当たり

前のような地域ですけれども、やはりそれを通して地域コミュニティをどうすすめてい

くのがいいか、必要だなと思います。 

会長 ありがとうございます。雪かきというのはコミュニティに差がでるという感じですね。

雪かきがされている地域とされていない地域とがあって、面白いもんだなと思います。

今回の大雪、特に２月１４日のときには、鎌倉駅には観光客の方々が帰宅困難者という

ことで、５５名程度の方が鎌倉生涯学習センターに滞在されました。このように帰宅困

難者が出るということは、もともと想定してなかったのですが、そのような対応をさせ

ていただいたというような、そのようななかで交通事業者さんのほうで、何かご意見な

どございましたらお願いします。 

東日本旅客鉄道  鎌倉駅の幌村と申します。積雪の際には、ＪＲは少し安全の基準が高いものですから、

JRが止まって、他が動く、というのがほとんどなのですが、今回の場合はＪＲが止まる

ことなく運転しておりまして、バスですとか江ノ電さんですとかが止まり、タクシーは

動いていたのですが、ＪＲが送り込んできたのですが、その先の足がない、ということ

で帰宅困難になったお客様がかなりいらっしゃるということで、生涯学習センターを一

時滞在施設として開いていただいて、大変助かりました。今後はまたＪＲが止まってし

まって、ＪＲで移動できないという帰宅困難者がほとんどだと思いますので、そのよう

な際には、地震とか自然現象といった場合は、帰宅困難のお客様を一時避難させていた

だきますと、大変ＪＲとしては助かります。今回は本当にありがとうございました。 

会長 ありがとうございます。ほかにはありますでしょうか。 

湘南モノレール 湘南モノレールです。湘南モノレールは懸垂型で軌道が箱型で覆われている関係があり

まして、雪ではあまり影響は出にくいのですが、ご存知の通り、中間駅設立の経緯から

簡素といいますか、合理化された駅ですので、なかなかバス・江ノ電のような感じでと

ても人が滞留できる状態ではないので、今回も特に人が駅舎の中に立ち入るということ

はありませんでした。以上です。 

教育長 学校関係でも風水害においても、警戒警報が発令された場合、地震同様に学校に待機と

いう形で保護者が迎えに来るまでは、学校で待機という形でおります。ただ学校ではな

く自宅でそのような状況になったときは、臨時休校してまいります。もう一点、地域防

災計画の風水害対策編の中で竜巻に関する情報というのは、どこかに記載されているの

か確認をお願いいたします。 

会長 では事務局お願いします。 

事務局 

長﨑次長 

竜巻注意情報というのが、最近ニュースで流れることがあるのですが、これは県単位で

発令されますので、正直、神奈川県に竜巻注意情報が出たからといって、鎌倉市がすな

わち危険ということがなかなか判断しづらいというのが現状です。ですので、竜巻注意
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情報の場合は、防災無線等の広報も行っておりません。ただ、今後気象庁でそういった

情報の精度を高めるといったことがなされた場合には、情報提供も可能になってくるか

とは思っております。以上です。 

会長 ほかには特によろしいですか。本日残念ながら、藤沢土木さんが欠席なのですが、水田

所長、何か県の取り組みで大雪に関しまして、先般課題になったことなどありますでし

ょうか。 

横須賀三浦県政

総合センター 

詳細のほうは把握しておりませんが、県内でいきますと、今回の大雪でかなり山間部の

ほうの通行止めがずっと続きまして、やはり大きい問題は除雪をしても、除雪をした雪

の置き場がないというか、その点で雪国と違って、非常に困難があったということでし

た。どけておいた雪が障害になって、いろいろと交通に支障が生じるというような問題

がありました。このあとどういった対応をとっていくのか、我々は承知しておりません

が、そういう問題があったと。あと今回は２週連続あったわけですけれども、家屋のカ

ーポートでの被害がありましたけれども、やはり大きかったのは、農業被害もかなり大

きかったということがありまして、これは国の緊急的頻度の補助率を引き上げて、早急

に被害対策をしていこうというものもあります。これについては動いているところであ

りまして、鎌倉市さんでも該当農家さんもあると思いますので、これに対しては迅速に

対応していきたいと思っております。以上です。 

会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは次

に参ります。 報告事項５、「危機管理に関する取組」について、事務局から内容の説

明をお願いします。 

事務局 

石黒 

事務局の石黒と申します。よろしくお願いいたします。失礼して着席して報告させてい

ただきます。 

危機管理に関する取組について、２件報告させていただきます。 

 １件目は資料５「地震災害時業務継続計画(第１次)について」、２件目は資料６「鎌

倉市緊急事態対策計画(放射性物質対策編)の策定について」報告いたします。  

それでは、資料５をご覧ください。地震災害時業務継続計画（第 1次）について説明を

いたします。 

 まず、行政におけるＢＣＰとは、災害が発生したことにより、市役所機能の低下を余

儀なくされることがあっても、応急対策と市民生活に密接する通常業務の継続や、早期

復旧に努める必要があることから、事前にその手順等を定めておくものです。 

 今回の計画については、地域防災計画の実効性を高める位置付けのもので、危機事象

の中でも本市において、特に将来、地震発生や地震に伴う津波被害が想定されているこ

とから、地震災害時のＢＣＰを平成 25 年６月に策定したものです。 

 なお、本計画では職員の参集予測、非常時優先業務の抽出、災害応急体制業務の時系

列展開、組織別の対応業務の時系列展開を整理するとともに、地震災害時における業務

継続上の課題と対応の方向性まで、整理してとりまとめました。 

 それでは、配布しております概要版で説明しますので、お手元の資料１ページの「２ 

基礎的条件、（２）非常時優先業務」を参照願います。災害後優先すべき業務（非常時

優先業務）の抽出、整理しましたところ、地域防災計画に記載されている災害応急対策

業務は、１２５業務。地域防災計画に記載されていない発災後の応急業務は、８業務。

通常業務のうち継続・早期復旧が必要な業務、９５業務。合計 計２２８業務となりま

した。 

 次に、災害応急業務を時系列に展開できるよう、「直ちに」、「３時間以内」、「１
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日以内」に着手する業務等に分類をしたのが、「（３）の災害応急体制業務の時系列展

開」となっております。これをみますと、約 7 割は、１日以内に着手する業務となって

います。 

 ２ページに移ります。ここでは各部の参集予測を、「本部事務局で対応する部」、「災

害応急業務とともに、優先すべき通常業務にも対応する部」、そして「特定の災害応急

業務に対応する部」に分けて参集率をまとめていますが、都市整備部においては、対応

すべき業務が多いものの、職員の参集が厳しい状況になることが想定されます。 

３ページでは、災害時における非常時優先業務継続上の課題整理と、その対応の方向

性を項目ごとに整理しました。 

 次に第 1次版である本計画では、業務継続体制の向上を図るために、的確に業務継続

を図るためには、業務継続体制について検討した内容等を職員等に周知・浸透させ、さ

らに発災時に実際に行動できるよう対応能力の向上を図る。また、本計画を円滑に遂行

する上で、各業務の具体的な対応マニュアル等を作成し、業務継続体制の向上を図る。 

そして、業務継続体制は、一定の前提を踏まえて検討することから、最初から完全な体

制が構築できるものとは限らないので、定期的に計画の実効性を点検、見直しを行って

いくこととしています。このため、本計画策定後、山本専門委員のご指導のもと、本部

員の情報分析要領や、応急対策への対応能力を高めるための図上訓練を実施いたしまし

た。さらに 26 年３月 11 日に災害対策本部設置訓練を実施し、庁内各部の伝達状況、発

災期の初期対応及び BCP に基づく初動体制の検討を行っているところです。また、庁内

各部署において、具体的な対応マニュアル等を作成し、業務継続体制の整備を行ってい

きます。 

さらに今後は、市全体の業務継続について考えるにあたり、市への人員派遣等の検討

も含め、委員の方々が所属されている団体・企業との連携を強化していく必要があると

考えております。平成 21 年３月の神奈川県地震被害想定調査によりますと、各ライフ

ラインの被害と復旧に要する日数等が想定されております。BCP 計画又はそれに準ずる

マニュアルとのすり合わせも必要と考えておりますので、各委員の事業所における BCP

の策定状況等をお聞かせいただき、今後、調整をさせていただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

事務局 

影山 

危機管理課 影山でございます。よろしくお願いいたします。 

鎌倉市緊急事態対策計画（放射性物質対策編）の策定について、報告させていただきま

す。失礼して着席して説明させていただきます。 

 鎌倉市では、市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的とし、危機管理

の基本方針を「鎌倉市危機管理対処方針」として、平成 18年 4 月に策定いたしました。

この方針では、災害を大きく 3つに分け、「自然災害と都市災害」は、地域防災計画に、

「武力攻撃事態等」は、国民保護計画に規定し、これら以外、「感染症対策」、「放射

性物質災害対策」、「環境汚染」などの市民等の生命、財産並びに市政に重大な影響を

及ぼす緊急事態を「鎌倉市緊急事態対策計画【総論編】」として、平成 25 年 3 月に策

定したところです。 

この総論編では、基本的な対応方針を定めており、個別事象に合わせた放射性物質災害

対策や国民保護計画対象以外のテロ対策、環境汚染対策などを個別計画として、今後順

次策定していくことを定めたところでございます。平成 26 年度では、緊急性の高い事

象として、放射性物質災害対策編を策定いたします。 

それでは、お手元の資料 6に基づき、放射性物質災害対策計画の概要について、ご説明
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させていただきます。 

まず、原子力の利用等における指導、監督や防災対策を含めて国の所管となっており、

原子力基本法をはじめとする原子力関係法令により、国、関係事業者等において対策が

講じられています。 

また、本市は、原子力災害対策指針に規定する、原子力災害対策重点区域内に位置付け

られているものではありません。 

このようなことから、危機管理の視点から放射性物質災害に関し、災害の特殊性を考慮

し、不測の事態に備えた事前対策、緊急対策などの必要事項を、国の「防災基本計画」

や「原子力災害対策指針」、神奈川県地域防災計画（放射性物質災害対策編）の策定な

どを反映させながら、定めることと致します。 

なお、事前対策、緊急対策、事後対策で定める事項につきましては、鎌倉市緊急事態対

策計画（総論編）で定めている事項を基本としつつ、神奈川県地域防災計画（放射性物

質災害対策編）等で示されている、組織の整備及び育成指導や災害に関する情報の収集

・伝達及び広報など、放射性物質対策に適応した事項を定めてまいります。具体的な例

として事前対策としての放射線量測定、モニタリングの継続実施、緊急対策としては、

屋内退避・避難対策など、事後対策としましては、事故原因者による汚染の除却など 

が考えられるところですが、詳細については、今後、市内部での検討を行い、神奈川県

をはじめとする関係機関の方々と協議、調整を行いながら検討をしていきたいと考えて

おります。 

なお、現時点における、市の対応といたしましては、現在、実施しております放射線

量の測定を強化しつつ、その数値や、神奈川県を通じまして、モニタリング数値等の情

報収集を行うとともに、連携、協議、調整を行いながら、神奈川県地域防災計画、原子

力災害対策計画等で定める「退避、避難等」の基準等に基づき、適切な対応をしてまい

りたいと思っております。以上で報告を終わります。 

会長 ただ今の報告につきまして、ご意見、ご質問などございましたらお願いいたします。 

報告にもありましたように、鎌倉市の業務継続計画での内容で、地震・津波発生直後、

いわゆる仕事時間外に発生したときには、一時間以内には３割前後の職員しか参集でき

ない、という状況になっております。そういう意味では、かなり緊急的な対応が十分に

取れないというようなこともいえるのだろうと思います。このあたりは私どもの課題と

とらえていますが、それぞれ各団体さん、企業さんにおきましてもこのＢＣＰについて

それぞれ抱えている課題ですとか、取組みの状況ですとか、概略で結構ですので、ご説

明いただけるとありがたいと思っておりますが。いかがでしょうか。 

東京ガス 東京ガスです。東京ガスも、やはり社員が速やかに全員集まれるわけではないのですが、

私達は地震があると、まずお客様の電話を取るというところがありまして、電話を取る

のは普段電話を取る人間以外、一度訓練して、営業をしている社員でも取れるようにバ

ックアップ要員を作っております。あと事故など起きた時の工事についてですが、工事

はガスライトという組織が、２４時間稼動しておりますので、こちらのメンバーがすぐ

に対応いたします。地震等起きたときの電話応対は、普段は営業職であるとか内勤者、

経理などやっている社員も年１回は電話を取る訓練をして、いざというときには経理業

務などは止めて、電話を取るほうに回るということにしております。以上、東京ガスの

取組みでした。 

会長 湘南モノレールさん、お願いいたします。 

湘南モノレール やはり輸送を早期に復旧して、継続させるということからすると、役職者以上は自動参
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集ということになっておりますが、集まれた管理者でいかに運行再開するか、というこ

とを立ち上げることがやはり課題だと思います。  

会長 医師会さん、いかがでしょうか。 

医師会 先日ですが、横須賀市の医師会と大規模災害のときの対策について、意見を交換してき

たのですが、横須賀市では市の施設を約９箇所、医薬品の備蓄をする場所と決めておい

て、そこに地震があったとき、インフラがすべて止まったときには、そこにいける医師

が集まってきて、行かれるものが対策をとるという合理的なシステムを作っているそう

です。鎌倉市ではそういった計画がまったくまだ何もありませんので、いかにインフラ

を整備して、医薬品の備蓄をするという対策をする計画をして、それをいかにうまく運

用するかという訓練をしなければ、いざというときに、なにもできませんので、毎年１

年に１回ぐらい、関係部署が集まって訓練をするとか、あと救護所をどこにするのか、

ということも計画しなければならないということを痛感しました。 

会長 ありがとうございます。鎌倉女学院さん、いかがでしょうか。 

鎌倉女学院 学校なので夜間はいませんし、生徒がいなければいいことなので、他の事業者さんのよ

うな緊急体制はないのですが、私どもは私学ですので、通学範囲が非常に広域的にわた

っております。ですので、県内とか東京都の私学と連携をして、自分の学校の生徒でな

くても受け入れると。受け入れた生徒については、在学校に連絡をしあう、「お宅の生

徒さんを預かっていますよ」、という安否情報を相互に流すというような取組みを広域

的にしているところでございます。 

会長 ありがとうございます。東京電力さん。 

東京電力 

 

東京電力の榎本と申します。全体的にという部分なのですが、地震においてどうあるべ

きかと、いうことになりますと、鎌倉市さんのほうからもありました、現状の計画の中

にもありました人員の派遣という項目が、一項目あると記憶しておりますが、そのあた

りのところ、実際のところ要請がなく来てしまったときに、どのような形で受け入れを

していただけるのか、不明なところがあります。近々に私どものほうから、鎌倉市さん

にこんなかたちでと調整にはいってもらっているのですが、同様に広報についても、電

気なものですから、停電してしまうとみなさんにご迷惑をおかけしてしまうところがあ

るのですが、大規模なのでなかなか広報することが難しく、どんな形ができるのか、ゼ

ロからではないのですがこれから、なんらかのかたちで見直しをしていきたいと思いま

す。ここまでしかご報告できませんが、今後はとりあえず調整の段階では、こちらから

ご協力お願いすると思いますが、よろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございます。続いてＮＴＴさんいかがでしょうか。 

東日本電信電話 ＮＴＴ災害対策室課長の幡谷と申します。ＮＴＴが発災した時の対策としまして、基本

的に震度５強、６弱で我々災害対策員の自動参集、各本部員の幹部の自動参集が決まっ

ておりまして、その震度がきたときについては、私どもの横浜にあるＮＴＴビルの災害

対策本部室が設置され、万が一災害対策本部に影響があった場合、第二候補として藤沢

ビルに自動参集、さらにはＮＴＴ大和ビルとすべて決まっております。その決定につい

ては、電話会議でシステムを使って幹部と連携して場所を決めていくと。そして災害対

策員、もしくは作業担当者、実施者についても第一、第二、第三候補と決まっておりま

して、自動的に集まって、出社できるところ、決まったところに出て、そこで電話会議

を行って復旧拠点を含めた体制の確立を図っていく、という形で体制を組んでおりま

す。それについての災害対策マニュアルも、すべて管理して見直しも図って進めており

ます。今日、たまたまですけれども鎌倉市について津波の影響がある、南海トラフの地
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震が起きた場合、ＮＴＴとして何ができるかということで、ＮＴＴビルを含めてこちら

の鎌倉市さんが、どのような位置関係にあるか、現地もすべて見させていただきまして、

最悪の場合、孤立した場合、ＮＴＴとして何ができるかというところで、ＮＴＴビルに

無線装置がありますので、災害対策機器を設置して、孤立を防ぐことが可能だというこ

とを、今日たまたま指摘したばかりであります。いずれにしましても災害復旧に向けて、

できることを、重要回線の復旧につきましては、迅速な措置ができるような体制を、と

思っております。以上です。 

会長 ありがとうございます。つづいて鎌倉水道営業所さん、お願いします。 

鎌倉水道営業所 いつもお世話になっております。ちょうど３．１１のときに副所長でおりました。その

後加圧式給水車等々の整備ですとか、あと計画停電等々ございまして、何せ配水池が鎌

倉市内だけでも１３箇所、加圧ポンプ場、揚水ポンプ場等、停電に直面しますと、水が

なくなるような状況もございますので、災害用指定配水池としては３箇所ございます。

そこで災害時の鎌倉市民の皆さんの飲料水確保という使命がございますので、２６年度

予算でございますが、山ノ内につきましては停電がありましても、自動で非常用発電設

備をつけて増強する。また、先ほど市長さんのお話でもありました、主要駅でございま

す鎌倉駅、大船駅など、３．１１のときは 5,000 人ですか、私どもも鎌倉駅等に直結す

る配水管、具体的に広域避難所に届いている水道管路については、耐震化促進事業とし

て最優先で、取り組んでいるというところです。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

会長 ありがとうございます。 

鎌倉保健福祉事

務所 

鎌倉保健福祉事務所です。私どものほうでは医療救護保健法の改定がありました関係で

防災計画のほうでも、救護所の設置につきましては、保健福祉事務所の役割から変わっ

てきているということでございます。また災害発生時には、医療救護本部と直結した窓

口となりまして、例えば医療チームの派遣の要請ですとか、薬品などの調達の窓口とし

て機能させていただく、というふうに変わってきてございます。今後地域医療の災害対

策会議というかたちで、管内の市町さんと医療関係者を集めまして、発災した際の調整

を行うような組織を、これからたちあげて、皆さんとご相談しながら手をつけていこう

としておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。 

横須賀三浦県政

総合センター 

今鎌倉市さんの業務継続計画を見させていただいておりまして、業務が非常にたくさん

あって、優先度をつけて整備されているということですが、県のＢＣＰも同じような形

であるわけですが、業務が色々ある中で日ごろやっていない業務も、ほかのところが応

援に行かなければならないところもある、というところで、個別の話は別として、具体

的な業務の優先度、これは職員一人ひとりがきちっと理解しておく、ということが非常

に重要かなと。我々も都度ＢＣＰに関しては、職員一人ひとりが日ごろから何をやらな

ければならないか、ということを認識しておかなければならない、ということで色々と

訓練など続けているところで、また色々と協力していければと思っております。以上で

す。 

会長 ありがとうございます。関東農政局さん、いかがでしょうか。 

関 東 農 政 局   

横浜地域センタ

ー 

関東農政局横浜地域センターから参りました、森と申します。今日は、委員である松井

が都合がつかず、代理出席ということで参りました。国の機関、農水省の機関というこ

とで、職場は関内の横浜の第二合同庁舎というところにあります。国の機関であるとい

うことなので、国の各職員が各市町村、あるいは東京、あるいは千葉から出勤をしてま
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すので、全員がなかなか集まるということができない状況でございます。よって横浜の

第二合同庁舎から約半径 10km の職員を緊急自動参集員というかたちをとりまして、震

度 6以上の地震があった場合には、職場のほうに緊急に参集をして、その中で災害の情

報、状況を迅速に収集するという体制を図っていくようなかたちになっております。 

会長 ありがとうございました。私のほうからご指名させていただきましたが、そのほか何か。 

東京ガス 東京ガスです。補足ですが、弊社ではこのような地図と震度いくつで出動するか○をつ

けたものを、社員一人ひとりがもっておりまして、規定要員の ABCと区分があるのです

が、この地域で震度いくつで出動するのだというのを、年度初めに必ず身につけて、何

かあると出動するようになっています。 

会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。それではたくさんの貴重なご意

見、ご報告をいただきましたけれども、山本委員からご意見をお願いいたします。 

山本専門委員 鎌倉市が色々と地震対策編を見直ししたり、ここで緊急事態対処計画を、あるいはＢＣ

Ｐを作られていると、色々な危機管理についての体制を進めておられるということは、

防災安全部をはじめ各部の皆さん、危機意識を持って業務を推進しているということ

で、敬意を表したいと思います。それで、業務継続計画が作られたということですが、

これは地域防災計画の実行性を高めるためと書いてあります。言い換えれば災害対策本

部の活動をいかに早く立ち上げ、効果的に実行するかということの計画なんですね。先

ほどご説明がありましたように、参集がなかなか思うようにいかないという、30分で 3

割程度ということで、しかもその詳細を見てまいりますと、Ｐ２の上を見てみますと、

防災安全部が 5.9％参集となっており、司令塔の司令塔にならなくてはならないところ

が、逆に考えると各部からここに支援をしていただかなければならない、というような

対応を考えておかなければならない、ということになるだろうと思います。それを前置

きに、業務継続計画の目次を見ていただきたいと思います。第 1 章から第 5章まであり

ますが、ここの第 3章までは分析と知識のことなんですね。問題は第 4 章と第 5章です

ね。これをいかに具体的に実行して体制を作っていくか、ということが、まさに地域防

災計画の実行性を裏付ける計画として役に立つか、言い換えれば各部の方々がいかに参

集をして滞りなく業務に就けるか、あるいは業務を遂行できるかということが、この 4

章、5 章で問われていることになりますので、先ほど健康福祉部長さんのほうから、災

害時要援護者の計画作りを具体的に、今年度は何パーセント、来年度は何パーセント、

と目標管理をしっかりして体制作りをしていこうと報告がありましたが、この BCP につ

いてもこの先具体的に、どういうふうにやっていくかということを、それぞれ各部それ

ぞれ目標を定めて、体制作りに取り組んでいただければ、この一次版ですが、さらに地

域防災計画の実行性を高められるのではと思いますので、ぜひ努力をお願いしたいと思

います。以上です。 

会長 ありがとうございました。ただいまのご意見を踏まえまして、また何かございましたら

よろしいでしょうか。以上で報告事項１から５まで全てを了承ということでよろしいで

しょうか。 

（意見なし） 

ありがとうございました。報告事項は了承といたします。 

それでは最後に事務局から、その他としましてご連絡いたします。 

事務局 

佐藤 

事務局からお知らせします。資料 10に、平成 26 年度防災安全部訓練計画（案）をお付

けしましたが、こちらをご参照ください。実施予定日が未定のものも多いのですが、今

年度、総合防災訓練は 8 月 26 日（火）に実施することになりました。今日ご参加の委
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員の方のほとんどの機関にも参加を要請することとなりますので、よろしくお願いいた

します。以上で終わります。 

会長 それで総合訓練の参加をよろしくお願いいたします。 

それではこれ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

きありがとうござました。 

 

 

 


