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平成２６年 第３回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成２６年１０月２３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：嶋村防災安全部長・長崎防災安全部次長・佐藤課長補佐・阪中課長補佐・窪田係長・ 

山村・危機管理課佐々木担当課長・影山係長・石黒 

議事録（概要筆記）                                  ※敬称略 

事務局 

阪中補佐 

定刻前となりますが、全員そろいましたので、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阪中と申します。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、３２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、会議が成立しておりますことをご報告いた

します。 

それでは、会議に先立ちまして、防災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 みなさんこんにちは。鎌倉市長の松尾です。 

本日は大変お忙しい中、鎌倉市防災会議にご出席いただき、ありがとうございます。 

鎌倉市の防災会議では、現在地域防災計画（風水害対策編）の改定作業を進めております。 

また、今月に入りまして、台風１８号、そして１９号が２週続けて関東地方に接近をしまし

た。 

特に、１８号におきましては、鎌倉市におきましても 300 ㎜近くの総雨量を、時間最大雨量

も 50 ㎜を記録しまして、本市も災害対策本部を設置して、さらに初めての避難勧告を発令

するなど、緊急対応に追われるとともに、被害状況調査の結果、浸水・冠水などの被害が発

生しておりまして、風水害対策について様々な課題が認識されたところでございます。 

現在、改定を進めております、この地域防災計画（風水害対策編）におきましては、今回の

台風の課題と教訓を十分に反映し、ハード面、ソフト面、両面から、風水害への備えに万全

を期する必要があるというふうに考えております。本日は、地域防災計画の改定素案につい

てご審議をいただきます。 

非常にボリュームのある内容を、短い準備期間で会議に臨んでいただく形となり、大変ご迷

惑をおかけいたしますけれども、委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場から、ぜ

ひとも忌憚のないご議論を頂戴できればというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

事務局 阪中補佐 ありがとうございました。 

なお、前回の会議以降、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。 

鎌倉警察署長の伊藤委員でございます。よろしくお願いいたします。 

鎌倉警察署長 よろしくお願いします。 

事務局 阪中補佐 次に、事前に送付いたしました資料の確認をさせていただきます。 

右上に事前送付資料１とあります「鎌倉市地域防災計画の改定素案に係る意見」、及び「地

域防災計画風水害等災害対策編改定素案」がございます。 
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お手元にない方は、挙手をお願いします。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、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名ございますが、従前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。 

会長 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。 

ありがとうございます。 

事務局 

阪中補佐 

それでは、議事を一時休憩いたします。 

 

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。 

会議の進行につきましては、鎌倉市防災会議条例施行規則第 3 条第 1 項の規定により、会長

である鎌倉市長が務めさせていただきます。 

なお、委員の皆様におかれましても、ご発言の際は、お手元のマイクのスイッチをオンにし

てからご発言いただきますよう、お願い申し上げます。 

では、議長よろしくお願いします。 

会長 それでは、議題１、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）の改定作業について、事務局から、

内容の説明をお願います。 

事務局 

阪中補佐 

事務局の阪中です。 

議題１、鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）の改定作業について、説明いたします。 

お手元の本日お配りしております、A４横の資料「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策

編）改定項目」をご参照ください。 

この資料は、前回の防災会議でご承認いただきました「鎌倉市地域防災計画（風水害対策編）

改定基本方針」に基づき、主要な項目についての基本的な考え方と、計画改定素案の該当箇

所をお示ししたものとなっております。 

また、先般開催いたしました、幹事会におきまして、幹事の皆さまからいただいたご意見に

ついても記載しております。 

 

それではＡ４横の改定項目資料１ 左側見直しの方針 

(ア) 「近年の風水害から得られた教訓の反映や、想定される災害への備え」 

－［①がけ崩れなどの土砂災害対策を推進します。］につきまして説明いたします。 

予防計画としましては、改定素案のＰ２７をお開きください。第７節「がけ崩れ・土石流対

策」を記載しました。ハード対策とソフト対策を併せて進めます。 

ハード対策としましては、Ｐ２８の急傾斜地崩壊危険区域での神奈川県が行う崩壊防止工

事、小規模な崖につきましては、Ｐ２９に記載しております、市の行う既成宅地等防災工事

助成制度等を今後も進めていきます。 
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応急対策としましては、Ｐ７８に飛びまして、土砂災害に関する情報の内容を記載しており

ます。これに基づきまして応急対策を進めています。 

続きましてＰ１９５に復旧・復興計画として、第５に「都市基盤施設の復興対策」を、また、

めくっていただきまして、Ｐ１９７、第８「生活再建支援」について記載しました。 

続きまして、古都保存法等の区域での対策としましては、ページを戻りますが、Ｐ２９に第

5 番ですね、「樹林地の管理」について、これは市の都市整備部公園課の樹林管理事業を記

載しておりますが、先日の幹事会でも意見をいただきまして、山全体ではなくて家のまわり

のみを行う、ということであったので、若干文章の修正を考えております。 

 

ソフト対策としまして、Ｐ２９ 表 2-4 にあります、急傾斜地の崩壊に関する土砂災害警戒

区域、４１４区域が指定されていますが、この表の 2-4 次ページ、上の方ですが、土砂災害、

土石流に関する土砂災害警戒区域、あと土砂災害特別警戒区域、および急傾斜地崩壊に関す

る土砂災害特別警戒区域につきましては、まだ指定されていないため、幹事会で藤沢土木事

務所よりご指摘がありましたが、県に協力しまして早期の指定を要望します。特別警戒区域

に指定されることによって、崖付近への新規の建築や開発の制限や、場合によっては移転の

勧告などが行われ、その場合に考えられる支援につきましては下の表の 2-5 に記載しまし

た。こちらに住宅金融公庫の融資ですとか、移転のための補助、税の対策等が記載されてお

ります。 

 

土砂災害警戒区域の危険性の周知や警戒避難体制の整備の推進につきましては、今年（平成

26 年）の４月から運用しております避難勧告等の情報伝達、市民への防災知識の普及を更

に進め、要配慮者関連施設への情報提供に努めてまいります。 

 

続きましてＰ３１下の第８節「造成地の災害防止」です。大規模盛土造成地の調査につきま

して、幹事会で都市調整部よりご指摘があり、地震時の地すべりの危険性の調査が本来の目

的のため、風水害対策編には馴染まないため、削除の依頼がありました。確かに地震災害対

策編への記載すべき事項でありますが、現在の地震災害対策編に記載されていないため、防

災の観点からすると早急に調査が必要と思われるため、今後の地震災害対策編改定時には記

載するまでのあいだは風水害編への記載をしていく方向でお願いしたいと考えております。 

 

続きまして、Ａ４横資料１－②［洪水や内水はん濫など、浸水対策を推進します］について

です。 

鎌倉市では６月に柏尾川が特定都市河川に指定されたため、流域としての対策を進めること

になり記載することになりましたが、先日の台風１８号でもいくつかの地域で浸水がありま

した。このような浸水の予防に向けて可能な限り、Ｐ２４第３節「治水対策」、Ｐ２５第４

節「河川改修」、Ｐ２７第５節「下水道整備・維持管理」等の記載をしたいと思います。河

川管理者、下水道管理者からは計画の詳細をご指示いただきたいと思います。また、洪水ハ

ザードマップでは現在何ミリの雨が降ると浸水すると記載しておりますが、何ミリの雨まで

大丈夫かというのも記載したいと考えておりますので、ご教示をお願いいたします。 

 

続きまして、Ａ４横の資料③［「洪水や土砂災害に対する避難勧告・指示の基準を、最新の

知見を踏まえたものに見直します］。ここにつきましては台風１８号で内水はん濫により浸

水が多く発生しました。内水に関する情報提供を含め、市民の財産を守るための方策につい
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て研究したいと考えております。 

続きまして④、［帰宅困難者や避難行動要支援者への対応等］につきまして、幹事会での意

見を踏まえ、交通機関との連絡体制の強化や社会福祉施設の要配慮者への対応について記載

内容を強化したいと思います。素案につきましてはＰ４２，Ｐ４３に記載があります。 

 

続きまして、その他［火山、雪害対策］、Ｐ２０５が火山対策、Ｐ２１３が雪害対策です。  

Ｐ２０５からの火山対策につきましては、新たに富士山噴火時の降灰、鎌倉地域では１０セ

ンチから３０センチが想定されている、その対策を記載しました。また雪害対策としまして

はＰ２１３になりますが、今年、帰宅困難者が発生したため、避難対策や除雪について記載

しました。除雪につきましてはＰ２１５、上のほうになりますが、1 行目にあります降雪時

パトロール及び除雪箇所一覧の分担で鎌倉市は対応をすることを記載しております。 

Ａ４横の資料に戻りますと、今度はＰ３（イ）「最新の基準や国、県の情報の反映」、最新

のここは基準や国・県の計画、男女共同参画からの防災復興の取組指針、水防法の一部改正、

気象業務法の一部改正を踏まえた記載としました。 

 

Ａ４横の資料５ページ目、こちらに前回の幹事会からの意見を記載してあります。 

東京ガスさんからは台風１８号の際、市内でガス供給に支障が出た箇所の発生報告がありま

した。 

東京電力さんからは大規模停電時には防災行政用無線での広報をお願いがありました。 

鎌倉水道営業所さんから、取組みが進んでいる箇所があるため、案を示すため修正をお願い

したいなど。 

東日本電信電話さんからは電話線は埋設管の中にさらに圧力を掛けており、浸水への耐性を

備えているという説明がありました。 

市民活動部からは、担当欄の記載方法が不明確ではないか、というご意見をいただきました。 

横須賀三浦地域県政総合センターさんからは広島県への派遣者からの報告を活かしたいと

の発言がありました。 

湘南海上保安署さんからは沿岸部だけでなく、河川での捜索活動も可能であることのご指摘

がありました。 

鎌倉保健福祉事務所さんから、医療体系図は最新のものを参照されたいとのご意見がござい

ました。 

 

更正の見直しにつきましては、県、市の地震対策編に合わせた見直しとしております。担当

課を記載したことにつきましては、Ａ４横の６ページ目で、構成の見直し、実効性の高い計

画書作り計画書の構成を、県の「風水害等対策計画」、鎌倉市の「地域防災計画」の「地震

災害対策編」にあわせて見直しをしております。 

 

７ページに［②計画書に対応課を明記し、どの部署が担当する取組みかがわかるようにしま

す。］これにつきましては今回風水害等災害対策編はボリュームが大きく、情報量が多い計

画書となるため、少しでも見やすくなることを考えて対応する部署を記載しました。 

以上で説明を終わります。   

防災安全部次長 続きましてお手元の資料２について説明させていただきます。鎌倉市役所防災安全部の 

長崎と申します。よろしくお願いいたします。 

先日の台風１８号、１９号の対応につきましては、メディア等には公表しておりますので、
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概略についてはご承知の皆様もいらっしゃるかと思いますが、まとめたものをご用意しまし

たのでご説明させていただきます。 

 

台風１８号でございますが、１０月６日、月曜日の午前中に、鎌倉市に最も接近しておりま

す。市の対策といたしまして気象警報の発表状況、雨、風速の状況は資料に記載のとおりで

すが、最大時間雨量が５０mm 前後となったことが、今回の台風の特徴でございました。 

市の対応は、気象庁による情報を踏まえまして、１０月３日、金曜日の午後に災害警戒本部

調整会議を開催いたしまして、１０月５日、日曜日には、９時３０分から防災安全部職員が

参集し、情報収集にあたるとともに、正午には副市長を本部長とします災害警戒本部を設置、

１４時３０分には市民からの問い合わせに備えた、災害コールセンターを設置、さらに１６

時には市立小学校１６校に自主避難所の開設を行いまして、防災行政用無線、広報車、消防

団を含む消防車両を活用して自主避難を促すための広報活動などを実施しております。 

その後、気象状況の変化が予想されましたので、２１時３０分に災害対策本部というかたち

にしまして、総勢２７９名体制で警戒にあたったところでございます。 

日付がかわりまして１０月６日朝７時４０分に、鎌倉市に土砂災害警戒情報が発表されまし

たので、これを受けまして、本市の避難勧告発令基準に照らしまして、８時００分に、土砂

災害警戒区域での対象世帯１７,８１７世帯、約４２,０００人に対しまして、本市で初とな

る避難勧告を発令し、避難所または屋内での安全確保の呼びかけを行ったところでございま

す。 

その後、河川につきましても神戸川、滑川、柏尾川流域について、避難判断水位や氾濫危険

水位の基準に従いまして、避難勧告を発令しております。 

避難所への避難者数は、市内のほぼ全域で２００名を超えたという状況でございます。 

被害の状況は、人的被害は幸いございませんでした。がけ崩れ、冠水、浸水、倒木などが発

生いたしましたが、件数は資料に記載のとおりでございます。 

特に、冒頭申し上げた通り、時間雨量が５０㎜という気象状況もありまして、鎌倉駅周辺、

大船駅東口・西口、手広、岡本などの地区を中心に、冠水と浸水の被害が多数発生している

状況でございます。 

 

裏面をご参照ください。台風１９号でございます。この台風は、１０月１４日火曜日の未明

に鎌倉市に最接近しております。 

気象警報等の発表状況、降雨、風速の状況は資料に記載のとおりでございます。前回の 18

号と比較しますと、総雨量、時間最大雨量ともに少なかったというような状況でございます。

ただ暴風への警戒が必要となっておりました。 

 

市の対応は、１８号と同様に、事前に災害警戒本部調整会議を開催し、１０月１３日体育の

日ですが、月曜日に災害警戒本部を設置、災害コールセンター、自主避難所の開設という流

れでございます。 

日付が変わりまして、１４日未明にかけて、風雨が強まって、２時２８分に、最大瞬間風速

を記録しております。 

被害の状況は、資料に記載のとおりでございます。 

今回の台風第１８号、１９号を通じて把握いたしました課題のうち、緊急的な事項について

は速やかに対応したいということで、関係部署と協議を進めるとともに、得られた教訓を、

現在ご審議をいただいております、地域防災計画（風水害対策編）に反映いたしまして、計
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画の実効性を高めるという必要がございます。こうした面からも、委員の皆さまからご意見

を賜りたいというふうに考えております。 

以上で説明を終わります。 

会長 ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

 

特に事務局からの説明がありましたけれども、「近年の風水害から得られた教訓の反映です

とか、想定される災害への備え」という見直し方針に沿いました具体的項目につきましては、

幹事会でも多くのご意見を頂戴したところでございます。 

また、２週続けて台風が接近しまして、本日ご出席の委員の皆様の所属におかれましても、

少なからず影響があったというふうに思います。 

そのあたりも踏まえまして、ご発言等をいただけたらありがたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

では順番に、私のほうから少し指名させていただきますけれども、まずは台風１８号、１９

号などを踏まえた新たな対応ですとか新たな定義ということがあれば、ご発言いたきたいと

思っております。まずは鎌倉市役所の庁内の関係部署から発言をお願いできればと思いま

す。都市整備部長から（お願いします。） 

都市整備部長 都市整備部長の小礒と申します。着席して失礼いたします。只今お話にありました特に台風

１８号における浸水ですとか、冠水の原因と今後の対応ということで少しお時間をいただき

ましてお話しさせていただきます。１８号の来襲の際の、市の汚水排水施設の稼動状況でご

ざいますが、市内各所において汚水環境ですとか、雨水調整地、停止ポンプなど、こういう

汚水配水設備については適正に機能していたと。これは１８号通過の後に、各施設を確認、

雨水調整地、そして停止ポンプにつきましては、コンピューターで処理をしておりますので、

その稼働状況を確認をしてございます。適正に動いていたということでございます。浸水、

冠水が生じました原因でございますけれど、主なものですが、3 点ほど挙げられるというふ

うに考えてます。 

１点目は短時間に非常に大量の降雨があったということでございます。後ほど細かく説明 

させていただきます。 

２点目につきましては柏尾川、滑川、神戸川、この水位の上昇に伴いまして内水の排除がで

きなかったこと。 

３点目は雨水排水施設の整備施設率でございますが、現在鎌倉市は７７.７％でございまし

て、まだ完備をしておりません。こういうことによりまして、終末等の設備がまだ不足して

いると、こういうことがあげられると考えられております。少し詳細に説明いたしますが、

1 点目の大量の雨が降ったということでございますが、これについては、大船地域を特に例

をあげて説明をさせていただきます。１０月８日の午前８時から午前９時までの間なのです

が、午前８時１０分から９時１０分が１時間あたりでは５０ミリという数値がでております

が、これを１０分刻みでもう一度検証してみました。そういたしますと、８時２０分から３

０分までは１１．５ミリ、８時３０分から４０分までが１２ミリ、これを１時間あたりに換

算いたしますと、６９ミリ、７２ミリと。１時間では５０ミリなのですが、１０分単位でみ

ますと、換算雨量では７０ミリ位の雨が降っていたということでございます。そういたしま

すと、鎌倉市の雨水排水施設の計画総降雨量は１時間あたり５７．１ミリ、これを基準にし

ておりますので、大幅に上まわる、２０パーセントから２６パーセントほど上回っており、

これが一時期に降りましたので、施設にかなりの負荷がかかりまして、浸水、冠水が発生し
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たというふうに考えております。 

２点目の原因でございます、市内の内水につきましては、柏尾川、滑川、神戸川、このよう

な河川に最終的には排水、排出することになりますけれども、それらの河川の水位が一定水

位に達しますと、例えば低地ポンプですが、こういうものが動いていても外にも排除できな

いというような状況に陥ります。こういうことが２つ目の原因ではないかというふうに考え

ております。それからもう一つ、大船駅の東口の関係では、駅前の雨水排水施設につきまし

ては、まだ最終型の完成に至っていないというところがございます。特に仲通りですとか、

大船駅の東口の北側につきましては、これから整備をするということでございまして、現在

暫定的な整備、こういうようなところで浸水、冠水が発生したのではないかというふうに考

えております。これが 3 点目でございます。 

今後の対応でございますが、１つめは計画雨量でございます、５７．１は当面は変更はしな

いというふうに考えております。まずは、現在７７．７％の整備率でございまして、これを

1 日も早く１００％にしたいということがあります。計画雨量を少しでも大きくするという

ことは当然のことながら、一番最終になります、河川の対応からしなければいけませんけれ

ども、ご承知のとおり鎌倉市の河川は周辺がほとんど都市化がされておりますので、あらた

に河川を広げるということはなかなか難しい、こういうことで当面は５７．１のままで整備

率を１００％にもっていきたいというふうに考えております。 

２点目でございます、これは現在進めておりますけれども、大規模の団地にコミュニティー

プラントという下水がそれぞれの団地ごとに整備しており、下水を集める大きな槽がござい

まして、これを、今、何も使っていない状況でございますので、これを雨水貯留施設、まあ

雨水調整室と同じ、そういうものに転用したいということで、西鎌倉にございますものを整

備するための作業をしております。来年度、工事をしたいというふうに考えております。こ

ういうものが、いくつかございまして、これを雨水貯留施設に変更していくと、こういうよ

うなかたちで一時に流れる雨水を少しでも時間を遅らせて流すという手法で浸水、冠水の減

少を図りたいと考えております。 

３つ目でございますけれども、深沢地域、今回はあまり浸水いたしませんでしたけど、深沢

地区には大塚川と新川という２つの川がございまして、特に大塚川の方が、氾濫しやすいと

いうことでございます。新川のほうは余裕がございます。これをですね、大塚川から新川に

水をわけまして、大塚川の負担を減らすと、こういうことで浸水を減らしていこうという考

えです。 

４つ目でございます。市民の皆様のご協力によって行うことでございますけど、下水が引か

れる前に浄化槽がございます。これを通常はきれいにしてもどしてしまうのですが、それを

雨水貯留装置と同じような形で使っていただく。これに対する補助金を今出しております

が、これをもう少し進めていきたいと。１つ１つは小さな量でございますが、これが集まっ

てくるとかなり大きなものになると思っておりますので、こういうものを市民の方に呼びか

けて進めていきたいというふうに考えております。 

最後の対策ですけれども、先ほども少し話にありましたが、特定都市河川の浸水被害対策法

による防止でございます。本市では今年の６月ですけれども、鎌倉市内に流れます柏尾川、

境川、これが特定都市河川流域に指定されておりますので、これによりますと、１,０００

㎡以上の土地で、例えば雨水が浸透しないような開発をいたしますと、そこには雨水貯留水

施設ですとか浸透施設を作るというような決まりがありまして、義務付けられております。

これを積極的にやっていただくことによって、浸水を減らしていきたいと。ただ、ご承知の

ように柏尾川は鎌倉市だけではございませんで、東京、それから横浜も通っておりますので、
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上流のほうで、特に積極的にやっていただくことによって下流部分の負担がかなり減ってい

くと。全体でやっていくということで、広域で対応していかなければならないと考えており

ますので、それは協力してお願いしていきたいなと思っております。以上が 18 号の浸水と

冠水の原因と今後の対応でございますけれど、これに対応いたしますには多大な予算がかか

りますけれども、雨水対策の重要性、これを十分に認識しまして、できるだけ早い時期に整

備をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

会長 はい、ありがとうございます。続いて健康福祉部、いかがでしょうか。 

健康福祉部長 はい、健康福祉部の柿崎でございます。よろしくお願いします。 

このたびの台風１８号について、健康福祉部は避難所の開設の役割を担っておりました。   

先ほど事務局の方からお話がありましたが、１０月６日台風１８号の月曜日の 11 時が最大

避難者数になりまして、市内１６校のうち１４校で２０８人の避難者が発生しました。これ

はここ近年では稀に見る多数の避難者がいらしたということでございます。 

この原因なのですが、やはり避難勧告が一番初め、９：１０神戸川流域、それから９：４５

に避難勧告が滑川流域、１０：１０に柏尾川と、その前にも土砂災害警戒区域に８時に避難

勧告を発令しているんですね。避難勧告の発令がやはり、避難者を避難所に促すというのが

やはり効果的といいますか、これはインパクトがあったためだと思います。台風１９号につ

いては避難勧告が出なかったので、最大でも２３名というような状況でございましたので、

やはり避難勧告の発令と周知というのが避難所に誘導するにはよい方法なのかなと思いま

した。 

それからあと一つ避難所の開設に向けて私どもの考えとしましては、日没前、ちょうど５時

十何分ぐらいが日没なのですが、やはりとりあえずみてみると、明るいうちに避難所を開設

して、明るいうちに避難所に来ていただく。そうすることによって途上での夜間での動きだ

と、二次災害が起こる危険がありますので、避難所を開く際にはなるべく台風の状況にもよ

りますが、明るいうちに早めに開いて、準備をしておくということが大切なのかな、とこの

ように感じたところでざいます。 

あと避難所自体のいくつかの課題は細かいところがあるのですが、実際は風水害の中ではマ

イカーによる利用制限というのをしているところなのですが、どうしてもやはり、どうして

もマイカーで来てしまう人がかなりいます。その際に小学校ですので、駐車スペース等も限

られています。それから例えばグラウンドを通って来てしまったりすると、例えば散水の機

械を壊してしまっただとかというような危険性もあるので、その辺の車の対応、マニュアル

的なものが必要かなということは感じました。それからもう一つは、飲料水、例えば一中夜

一晩あかすような場合に、飲料水と軽食については防災行政用無線などでもそういったもの

は持参してもらうようなかたちで、周知はしていきたいとは思うのですが、どうしてもやは

り何かしらあるのだろうと思って来られると、それについて多少の飲料水はあるのですが、

食事等はなかなかありませんので、その辺については対応の周知をはかっていく必要がある

のかな、ということを思いました。それとあと、今回１０月６日とそれから１０月に入って

からなのですが、普通風水害といいますと、暖かい時が多いのですが、今回はかなり夜間冷

えましたので、それに対する対応ということで何か暖房器具があったらいいのかなというこ

とも考えました。それともう一つは来る途中でお年寄りが転んでしまって擦り傷なんかをし

てしまう場合がありますので、携帯用の医療器具、絆創膏、消毒剤などは兼ね備えておく必

要があるのかなと。昼間であれば例えば保健室などがあるんですけれども、今回のときみた

いに休みのときには保健室はあいていませんので、なんらかの形で用意しておく必要がある

のかなと。それから携帯とかお持ちの方がかなりいらっしゃいますので、情報用スマートフ
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ォンですね、それの電源がとれるところが非常に少なくて、ちょっと困った状況がございま

して。それについては例えば延長コードだとか、いくつか取れるようなものを、電源が多数

とれるようなものを備えておく必要があるのかな、というのが現場での対応ではこのような

意見が多かったところでございます。以上です。 

会長 はい、続いて庁内では最後になりますが、消防本部から（お願いします） 

消防長 消防長の高橋です。消防のほうの対応をお話したいと思います。座ったままで失礼いたし

ます。まず、今回の台風１８号の関係で、消防本部がとった対応でございますけれども、

消防本部はその当日は署のほうの人員が６６名の体制でありました。しかし大雨警報が発

令、さらには災害対策本部というふうな形の設置があったために５８名の増員をしまして

１２４名の体制で行って、その日、5 日の日ですが事前にゴムボートだとか救命道具などの

水防資機材の準備をさせておりました。その後に過去に崩れたがけ崩れが起きたところや、

河川の状況など車両に乗って巡回いたしたところです。その後市の中でいわゆる市立の小

学校が避難所の開設の準備ができるということで、１６時には開設されるというふうな情

報を得て、豪雨時のがけ崩れ注意喚起対象者へ事前の自主避難の呼びかけ、こういったか

たちを電話でございますけれどもさせていただいたというふうな状況でございます。一方

消防団のほうでございますけれども、早めの対応が必要だろうというふうなことで、２０

時から２８個分団ありますけれども、管轄する団長とも相談させていただいて参集をさせ

ていただいたところです。団長以下２８４人に最終的に参集をしていただいて、管轄する

班がありまして、巡回、広報、又は自主避難所の開設の状況を確認し、自主避難の広報を

というようなことを行っていただいたということでございます。 

５日の日は特別なことはありませんでしたが、夜半から明け方にかけてだんだん風等も強

くなりまして、朝方でございますけれども、７時４０分にですね、市内に土砂災害警戒警

報が発表されて避難勧告をするというようなかたちになったので、消防団ととともに広報

を勤めたというふうなことでございます。さらには、雨量の増加がありまして、順次河川

等にも避難勧告を出さざるを得ない状況ということになったということがあります。それ

で消防団、消防についてはかなり多くで対応していたということでございます。そこの中

で、鎌倉市として初めて避難勧告を発令したわけでございます。こういったことで市民の

方は非常に戸惑ったのではないかと思います。我々が広報したわけでございますけれども、

実際に広報した中で、自宅にとどまっていたほうがいいのか、それとも 2 階のほうへ垂直

避難をして大丈夫なのか、ここにいてはいけないのでどこか避難所へいかなければならな

いのではないか、避難所へ行く場合はどのようなルートで向かえばいいのか、地域性があ

りまして、それぞれの地域の被害に応じて避難というかたちになりますので、一律の対応

はできないというふうなことで大変な困難を強いられた、というふうなかたちでありまし

た。こういったことが対応の中ででた課題がございます。こういうふうな対応については、

今後我々としても被害情報の正確な把握はもちろんのことですけれども、自治町内会、ま

たは自主防災組織による避難勧告等の避難行動マニュアルの作成をしていただくようなか

たちを、指導していかなければならないのかなというところです。それと我々としても、

消防団とともに広報の誘導の仕方、または事前に広報文等を作成をして、その中には、き

ちっとした安全な避難の方法、避難所までのルート、こういったものも盛り込みながら誘

導にあたっていかなければならないのかな、というふうなことがあったところでございま

す。 

ひとつ皆さんにお願いをしたいことがあります。今回は、かなり短時間で、雨が降った関

係で、明け方ですけれども道路の冠水がございました。それに対応するために消防団と消
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防もそうなんですけれども、道路の通行止めをするというふうなかたちをさせていただく

ことにしました。その通行止めをすることによって、車両をおいて職員が誘導するわけで

すが、他の被害というふうなところで対応していかなければなりませんが、そちらも対応

するというかたちで、できれば、そういった場合のときには、道路を管理するところの方

に来ていただいて対応していただくとか、また今日、警察さんの方が来ていただいており

ますので、警察さんのほうにそういった、道路の場合は通行止め等をしていただければ、

我々としてもほかの災害現場の方に対応できるというふうに考えておりますので、しない

ということではありませんけれども、そういったことをしていただければ非常にありがた

いと思います。この辺の情報もきちっと密にしていきたいと感じておりますけれども、そ

んなかたちで対応させていただいたところでございます。特に 18 号に特化してお話をさせ

ていただきましたけれども、19 号のほうでございますけれども、幸いというかですね、平

成に入ってから最大の台風といわれていたんですけれども、鎌倉には大きな被害はござい

ませんでした。５、６件の出動ですんだことでありますが、消防としてもやはり人員を増

強したり、消防団にも出動していただいて、２６１人というかたちで参集を消防団はして

いただいて、このときは 18 号の課題もありましたので、対応は 19 号については 5 時間強

程度ですみましたけれども、これからもきちっと対応していかなければならないな、とい

うふうに感じております。消防からは以上です。 

会長 はい、今回は風水害等対策編の改定素案ということで皆様にさまざまなご意見等をいただい

ている中で、ちょうどタイムリーといいますか、台風 18 号、19 号ということで庁内でのさ

まざまな課題や今後の問題提起というのがございましたので、ちょっと話を聞かせていただ

きました。まあ、議論、たたき台として、これらを踏まえまして、これからのことでも結構

ですし、またそれぞれの皆様の中で課題や問題提起等ございましたらお願いできればという

ふうに思いますけれども。 

特に（なければ）まず、そうしましたらライフラインや交通関係の方から、もし何かござい

ましたら順次。東京ガスさん。 

東京ガス 東京ガスの中澤と申します。今回、鎌倉市の山崎地区でガスの供給が行われないと６１世帯

のお客様にご迷惑をおかけしてしまったのですが、やはりこれが発生しましたのは 10 月 6

日の台風が過ぎ去った後の午後３時ということで、どうしてもガスは大量に雨が降ると、差

し水ということで何かしら若干ガス管に水がたまってしまいますと、気体のガスがつまって

供給支障ということになってしまいました。弊社では対策としては、どんどん新しい管に替

えようとしていますが、まだ全てできていなくて、私達は台風が来ると必ず全員で待機して

何かあればすぐに行けるようにしております。事前に対策というのがきちんとできて、供給

支障をおこさなければいいのですが、すぐに水が入ったときには供給支障という事を起こし

てしまいました。今後起きないようにしておりますが、万が一おきたときには速やかに体制

を組んでやるようにいたしますので、どうぞご理解よろしくお願いいたします。今回は先ほ

ど幹事会でも出ましたが、６１世帯のお客様でご使用中の方が５０世帯ということで、１１

世帯の方は今お住まいになってないお客様ということでした。以上です。 

会長 ありがとうございます。いかがでしょうか、モノレールさん。 

湘南モノレール 湘南モノレールです。１８号の対応なのですけれども、風速２５メートル超えの観測をしま

して、１０時７分ごろ全線の運転を見合わせいたしまして、１２時５０分に運転を再開いた

しました。６日のときは避難勧告が発令されたと思いますけれども、鎌倉市の避難勧告の発

令基準ですが、見直された、と思いますけれども、それに伴いまして６日の８時に避難勧告

が発令されております。今後も土砂災害の警戒情報が発表されたときは、避難勧告が発令さ
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れる場合が多くなるのではないかと想定しますので、それに対応するために、列車を適切に

運行するために規則で定める列車等の運転について、もともと避難勧告等が発令されたとき

の運行の基準がありましたけれども、避難勧告発令時、避難指示発令時の取扱を規則を改正

するまでの間、暫定的な取扱と致しまして、今回定めたところでございます。１９号のとき

は１４日の始発からの運行をどうするかということで事前から検討しておりましたけれど

も、幸いこちらは影響はなかったということでございます。以上です。 

会長 ありがとうございます。ＪＲ東日本さん。（お願いします） 

東日本旅客鉄道 ＪＲ東日本鎌倉駅洞山でございます。お世話になっております。当社も鉄道ということでご

ざいますから、雨、風には非常に弱いところがあると思いますけれども、皆様方と同じよう

に 18 号、19 号で、19 号は被害報告は少なかったという状況でございます。18 号につきま

しては先ほどお話があったように柏尾川のはん濫に伴いまして、大船付近の東海道、横須賀

線、京浜東北線 3 線がまたがる川が橋げたまであふれてしまったということで、運転が順次

中止してしまって横須賀線はその間停車、運転運行見合わせということがかなりありまし

た。 

駅単体でいいますと、鎌倉駅はご存知の通り地下の掘り込みがありますものですから、どう

しても自然の湧き水というわけではありませんが、そういったものがまた湧いてきてしま

う、大船方面の細い従来の昔からあるＡ階段と呼ばれているものが冠水しまして通行止め、

規制をかけた次第でございます。それから北鎌倉におきましても円覚寺の山側のほうで、円

覚寺方側からの雨水の流出により、線路冠水まであと３センチくらいですかね、までの水が

来てしまった。これは排水が線路の下を横切っているのですが、ここの部分がなかなか許容

量を排水できなくて、それがたまりこんで線路が冠水してしまったというような状況でござ

いました。もうあと数ミリ降ればですね、北鎌倉、それから鎌倉間、これも交通規制という

ような形になってしまうところでありました。事前の予報等々、鎌倉市ももちろんですし、

種々のニュース等ですね、メディアで報道していただいたおかげで、実際には情報にすごく

抑えられたように思っております。通勤の方々は、そうは言っても朝方通勤時間帯にご利用

の方々もいらっしゃいましたけれども、結果的にストップしてしまいましたので、当時江ノ

島のバスにですね、バスが一本大船方面には、下馬四つ角よりのほう、海岸よりのほうは道

路冠水によりすべて京急バス含めて運休になってしまったので、江ノ電バスの代替を一本、

不定期で運転をしていただきまして、なんとかそちらのほうに送りつつも、その後河川の水

かさが減ったということで事なきを得ました。そうは言っても、その後午後になって晴れだ

しまして、実際には台風１８号の日、当日、３５，０００人位のトータルで乗降という結果

になっております。いずれにしましてもＪＲ東日本の水害とか風については当社独自の規制

というのがございまして、なかなか解除するには、雨が降っていないのに解除に時間がかか

るような実態もございますので、それも含めて、色々発信しながら市民の方々、お客様、皆

様方に迅速な、適切なご案内を継続して対応していきたいというふうに思いますので、また

市のほうの情報をもとにしながら行政機関の皆様とも情報のやりとりを迅速にやりながら、

対応していきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

会長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。 

副会長 副会長の立場で失礼いたします。先ほど、消防本部からお話があったのですが、今回の風水

害改定の中で３９ページなんですけれども、いわゆる予防計画の中の大きい活動の中で３章

第４節［警備・救助］という項目がありまして、現実的に１９号が終わって一昨日ですか、

市の議会のほうにですね、台風関係の報告をした際にある議員からも話があったのですけれ

ども、鎌倉市の冠水区域は、県道が多くて、加えて大体同じようなところなので、下馬です
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とか、滑川周辺というのを予見できるのだから車とか水没する前に道路規制をしたらどうだ

と。その辺は両警察のほうで、こういう風水害編の中で対応が一応書いてある中で、個別の

対応やお考えや方針があれば聞かせていただきたいなと思うのですけれども。 

鎌倉警察署 方針といいますかね、そもそも危険箇所を把握するようなシステムを我々は持っているんで

す。私が来てすぐにああいうことがありましたが、台風１８号のときは昼間ですし、午前中

でもありましたので、我々警察官、普通であれば朝帰る当直員も全員召集でことにあたった

という次第です。実際に警察官は異動が結構多いので、あそこの冠水を経験をした人は実際

はいなかったんです。冠水もするだろうという予測のもと、我々の予想より早く冠水が始ま

ったというのが実態のところです。ですので、車が水没したのは当所管内で２箇所で３台ほ

どありましたけれども、ほとんどが冠水が始まった初期の段階で、水は大丈夫だろうと思っ

て入ってしまって、エンジンストップしてしまったと。普通に抜けている車もあるけれども

エンジンストップしてしまったと。そのためにそのあと水量が増してきて入ってしまった、

という実態がありますね。ですからもうちょっと少し早めの対策ができればということで、

１９号のときは、今度は未明でまた休日ということもありましたので、１９号のときは私以

下増員して警察署で待機をしていたわけなんです。そういったのを利用して事前配置という

のはやらなければならない、やっていくべきというのは考えております。ただそういった中

で先ほど消防長のほうからお話がありましたけれども、情報が色々なところと輻輳しますの

で、尚且つ我々も警察所菅でないものが１１０番に次々と入ってきますので、そういった情

報を効率よく処理して、行くべき人が行く、というような体制作りというのをやはりやらな

ければならないのかなという感じがしました。それで尚且つ事前の備えというか、避難誘導

ですね、これは警察官とか消防とかの方で、住民を誘導するといっても数に限りがあります

ので、やはり自助といいますか、自分たちで誘導、避難路を把握しておくというような訓練、

日ごろの啓発というか活動の支援をしていくことが、すごく必要なんじゃないかなというの

をちょっと痛感したところです。幸いにこの間の新聞に載っておりましたけれども、材木座

だとか大町だとかやはり海岸のほうの町内会、まあ、山側のほうの町内会さんのほうもやら

れているとは思いますけれども、実質的に色々な避難訓練のほうをされている地域もありま

すので、より広く横につなげていく、広げていけばより実効性のある避難訓練になるんじゃ

ないかなと思います。そのように感じております。以上です。 

会長 大船警察さん、お願いいたします。 

大船警察署 大船警察署です。私どものほうも、１８号のほうはですね、やはり冠水とかそういうのは 

予測はしていたのですが、当初把握していたのは２箇所だけだったのですね。で、何十年来

そこの２箇所以外は冠水を経験したことがないということで、そう考えていたら予想以上に

冠水があって、１１０番なり通報があったところは全部交通規制に行っているんですよ。で、

私も現場に行ったら本当に消防署の方が一生懸命交通規制をやっていていただいて、「ここ

きてくれていないんだよ、どうなっているの？」とそんなことがありまして、急遽応援、人

員配置をした経緯もあるんですけれども、その通報がすごく輻輳してしまって、もれてしま

ったようで、そういったこともあって来ない時が何回も言っているのですが、ありまして、

また再度通報していただければこちらのほうで対応したしますので、ご迷惑をおかけしてし

まったのはうちのところだと思います。 

あとそれから、うちで把握した通報があったところは行っているんですけれども、今回の冠

水でまあ、私どもが知らないところもいっぱいあると思うのですね。あと先ほどあったよう

に何ミリ降ったらどのくらいの水が冠水するんだ、というデータが今までないので、今後は

雨量と冠水というのをデータ化していく必要があって、私ども、今回からそういうのをどこ
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が冠水したとか何ミリとか、基礎データを作っていこうよと、道路はどこが冠水したかとい

うのを作っていこうよ、とはしているんですけれども、そういう情報を一般の住民にも知っ

ていただいて、何かあったときは「あらかじめ通らないでね」といえるようなシステムも必

要だなと思いました。今回は明るかったからまだよかったですけれども、夜にああやって冠

水しちゃったら本当にわからないでみんな突っ込んでいってしまいますし、人の手当てが雨

量によって、今回は５０ミリでしたけれども、広島みたいに一時間あたり２００ミリになっ

たら多分人手が足りないと思うんですね。規制も行き渡らないので、そういったここのとこ

ろは冠水しているから危ないよとか広報したり、車ででないでというようなのは必要なのか

なと、というのを今回ちょっと思っています。あと今回思ったのですけれども、公共交通機

関の方も雨の中をバスとか出られてにっちもさっちもいかなくなってそれの交通整理で警

察官が出たのですけれども、公共交通機関の方もこれ以上水がでたら自主的に出るのを控え

るとかの連絡体制が今回ちょっと必要なのではと感じました。それも一つあります。私の認

識がちょっとあれなのですけれども、今回避難勧告を発令されたときの住民に対する広報と

いうのは防災無線と車両の広報は承知していたのですが、それ以外の広報というか伝える手

段というのは？ 

防災安全部次長 事務局の長崎です。防災無線を流しますと、これは登録者ですけれども携帯にメールをお送

りするということと、あとはケーブルテレビ、鎌倉エフエム放送で緊急的に割り込み放送、

テロップであるとか割り込み放送といったかたちで、ただ、隣の横浜市とか藤沢市は避難勧

告発令のときにエリアメールを流しているんですね。これはちょっと今後の課題ということ

でとらえているところでして、いずれにしても多様化した形での情報提供というのを、検討

して行くというのは考えているということでございます。 

大船警察署 柏尾川があふれそうになったとき、あふれちゃってから避難といっても難しいし、もっと広

報してもらわなくてはならないかなと現場にいてドキドキしたんですけれども。この辺の住

民の方はどの程度知っているのか、私達はわからなかったものですから１戸１戸「あふれそ

うですよ」というべきかなと、そこまでちょっと緊迫したような認識を持ちましたので、そ

の伝え方というのですか、それを検討していく、まあ先ほど広範囲にということで、それも

感じました。私どもも今後交通規制、その他必要なことがあったら対応していきます。 

会長 ありがとうございます。 

副会長 質問で。御両署から聞いて、確かにここに本部を立ち上げていてもかなり情報のコントロー

ルはむずかしくて、消防は消防で独自に入るし、コールセンターにはコールセンターで入る

しということで、警察もいろんな情報が入ってくる中でどれが災害に一番必要なのかとチョ

イスするのは、少なくても市のほうと警察、あるいは先ほどちょっとでました公共交通機関

からの情報のもう少し整理とか流しというのは非常に大事かなと。それからその例えばこの

風水害の中にも、どうやって具体的に盛り込めるのかというのはもうひとつ今後の更なる改

定後の作業の中でご協力いただければと思います。本当にありがとうございました。 

会長 つづいて道路の冠水のことですので、藤沢土木事務所さん、課題等や問題提起があればお願

いいたします。 

藤沢土木事務所 藤沢土木事務所でも、今回の台風１８号、１９号で、水防の関係のほかに県道を管理してお

りますので、その関係では道路維持課の職員が１０名くらい残って色々情報を集めたりして

おるんですけれども、先ほどのお話の中で県道がずいぶん冠水していたなと。通常で、アン

ダーパスといいますか、道路が低く、鉄道の下をとおっているところについてはポンプを設

置したりその能力を超えますと冠水しますから、すみやかに交通止めとか注意してやってい

るんですけれども、今回は非常に大きな雨で予想外の冠水がありましたので道路を管理して
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いるものとしても状況が把握しないままになっていたというのが大部分あったと思います。

ですからその辺、消防の方とか、警察のほうには情報が入っているということですので、道

路管理している立場上ですね、今後ともそういうようなことが協力できるところがあると思

いますが、情報共有というのはなかなか難しいと思うんですよね、いざというときになりま

すと、うちのほうも情報を受けるだけで精一杯なところもありますから、引き継ぐのもなか

なか難しいとは思いますが、今後そういうことをやっていかないと迅速な対応ができないん

じゃないかなと感じております。以上です。 

会長 どうぞ。お願いします。 

関東農政局 関東農政局の横三地区センター松井と申します。今、色々な話を聞いていて、私もいろいろ

な防災会議に出ていますから、この避難勧告というのは基本的には、最終的には各世帯の自

主避難ですよね、強制ではない。そうするとこの前の広島の例ではないですけれども、やっ

ぱり昼間の避難勧告と夜中の避難勧告ではまったく違うと思うんですね。避難して家に戻っ

て災害にあってしまったというのがあるので、その辺のこの情報の本当に逃げなければなら

ないのかという判断を家庭でするというのは難しい。その中で広島の例を出して、ある防災

の専門員の方に公演みたいなのをしていただいたのですけれども、行政が情報として避難勧

告というものを、広島が遅かったようですが、空振りを恐れない、逆に言うと市民が空振り

しても責めないというか、そういう風潮というか、そういう風評を作って行くことが大切だ

よ、という話もあったのですけれども、避難勧告が出たからみんな逃げるかといったら、多

分家にいたほうが安全だと思う人もいれば、本当に、私は横浜市にすんでいるのですが、こ

の前の中区と緑区で土砂災害で人が亡くなった方がいるのですが、多分あそこで土砂災害が

起こると思った人は（いないでしょう）。そういう意味では避難勧告を本当にしなければな

らない地域とか場所というのを把握しておく必要があるのかと感じたものですから。それと

やっぱり雨量が多いと、どこもそうでしょうが５０ミリを越えると排水能力がそれが限界と

いわれているように思います。だから１００ミリ降ったらもう、例えば台風が通り過ぎるの

を待つしかない、床上浸水、床上浸水という状況なのかなとちょっと別に詳しくないのです

が、そこを変えて行く、整備していく方法があるなら、低いところから優先的にやっぱりや

って行く必要があるのかなと。どうしても雨は高いところから低いところへ流れるので、こ

の地区で５０ミリでもそのちょっと先の下の地域にいったら７０ミリから８０ミリ降った

状況になってしまう。みんな排水できないでそっちへたまっていってしまう、そういう地域

の方に早めに対策をとっていくということが必要なのかなとちょっと感じたものですから。 

会長 ありがとうございます。 

副会長 先ほど大船警察署からでた過去のデータですよね、水が出るところ。確かに警察も異動が多

いので、なかなかその情報のストックというのは難しいと思うのですけれども、市のほうで

は出せないの？ 

防災安全部次長 現状は、これまでの冠水、浸水の履歴を含めて洪水・内水ハザードマップというものを作成

して、これは両警察さんにも渡しておりますし、防災読本の中にも印刷されております。 

あとは今日は正面のモニターの右側に地図を貼ってあるんですが、これは今回の１８号の冠

水、浸水箇所を地図におとしてございます。これは後ほどご覧になっていただければと思う

のですが、今後こういった情報を共有していくことによってですね、浸水対策、冠水対策に

役立てていきたいというふうに考えているところです。以上です。 

会長 はい、他の方、はい副市長。 

副会長 追加の質問みたいなんで恐縮なんですけれども、今回１８号ということで大変規模の大きい

形での風水害に直面することで、改めていろんな問題がクローズアップされてきているわけ
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でございますけれども。今ちょうど本市で防災計画をとりまとめているところでありますけ

れども、改めて感じたのは、その時々にきちっと対応するということと、予防的な意味でい

うと、相当長期的な基盤の整理と、あるいは地域を越えた広域的な観点ということで、それ

の視野をもって市の防災計画をまとめていく必要があるなということを改めて感じている

ところです。せっかく今日こういうメンバーで県のほうからも横三センター、あるいは藤沢

土木のほうで、先ほど道路の直近の話をいただきましたけれども、中長期的な視点、あるい

は広域的な視点も含めて、県の今の防災計画を運用されている視点からして、色々なアドバ

イスなり、コメントなり、いただければお願いしたいと思います。 

会長 横三センターさんお願いします。 

横須賀三浦地域県

政総合センター 

県の横須賀三浦地域県政総合センターでございますけれども、広域的な視点ということでこ

れは県の防災計画で色々、全体的な整理させていただきまして、それの色々な調整をさせて

いただいているわけですけれども、今回の私のほうで台風１８号の被害を見ていて、先ほど

から想定外というお話が色々とありましたけれども、今回の特徴の中でですね、鎌倉市さん

は直接はなかったかと思いますけれども、あの、三浦半島の南の西側といいますか、そこの

ところがかなり高潮といいますか、高波でですね、現場を見てきた人たちは８メートルから

１０メートルの波が陸地に入ってきて、レストランなり、商店をですね、かなり奥に入った

商店なんかも被害を受けていると、まだ復旧はしていない、とこんな状況であって、それを

特にひどかったのは城ヶ島と三崎で、城ヶ島付近の高齢者にお聞きしてもですね、それは私

も生まれて初めてだと、こんな高波が来たのは、というような状況だったんです。まあ、当

時いた人間同士で色々と海の関係の方々も入って色々議論した中では、たまたま今回は台風

の中心がここでいう鎌倉の北側を通って、西風がかなり強かったと、ちょうど台風が行き去

った直後晴れ間が出てきて、富士山が見え始めたところで急に高波がやってきたというとこ

とで、正直皆さんもそういったことを全然想定していなかったけれども、実際にはそういっ

たことが起こるということがあって、想定できることは当然あるけれども、想定していない

ことが起こってもですね、それに対して関係機関が迅速に対応するということが、どうして

も想定しきれないところに関しては必要なのかな、というふうにひとつ思っております。鎌

倉市さんのほうでは高潮、高波というのは、今回はあまりなかったと思いますが、場合によ

っては向きによってはそういった被害も想定されないわけでもありませんし。あともう一つ

は今回の土砂災害や浸水の話ではありませんけれども、この前の日曜日にですね、富士山の

３県合同訓練の実施をいたしまして、一応神奈川県で影響する火山は富士山と箱根山という

ふうに想定しておりまして、鎌倉市さんの方では富士山ということで想定されているわけで

すけれども、直接溶岩流の影響があるわけではありませんけれども、降灰の影響によって被

害がでてくるだろうということなんですが、これに関してもやはり最近私ども、庁内では御

嶽山の噴火を見た中ではですね、これも想定はしていますけれども、やはり、身近に感じて

いなかったことが場合によっては起こりうるということを改めて認識して、火山災害に関し

てもやはりきちっと認識していかなければならないんじゃないかと。 

これはまさに広域的にしていかなければならないことではないかということで。箱根に関し

ては県の温泉地学研究所で観測、監視をしておりますけれども、そのあたりの動向はやはり

注意してみていかなければならないのではないかな、ということが最近の認識になっており

ます。直接のことではありませんので恐縮ですが。 

藤沢土木事務所 藤沢土木事務所のほうでは河川の話をさせていただきますと、藤沢土木事務所では滑川、神

戸川、柏尾川を監視、管理しております。柏尾川につきましては、年度中には河川整備計画

を策定しまして、今、時間５０ミリ対応なんですけれども、これを６０ミリ対応に引き上げ
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る計画を持っております。６０ミリ対応にするためには、（市内の）現状はいじらずに、横

浜の地区管内で遊水地を作って６０ミリにするという計画を今進めようとしておりますの

で、それができれば今回みたいな台風が来ても、河川の水位がそれほど上がらず、下水のほ

うも水がはけるようになるのかなと。ただ雨水地も、着手してから結構時間がかかりますの

ですぐにというわけにはいきませんが、県としては着実に進めたいと思っております。 

滑川、神戸川については今のところ特に改修する計画はございません。ただ、右岸がだいぶ

古くなってきておりますので、その維持管理をしっかりとしていったり、川の堆積物があり

ましたら注出するというようなことで、維持管理を主としながら今の能力を保っていくとい

うことで、進めていきたいと思っております。 

会長 はい、ありがとうございます。 

副会長 今藤沢土木のほうから柏尾川の話をいただきましたけれども、大変、市民もあるいは 

市議会も含めて台風１８号で関心度が高まっておりまして、従来から都市河川の重点計画で 

今後きちっと期間を決めてやっていくというような方向性も出していただいておりますが、

いよいよ河川整備計画もまとめていただく、また、特定河川の留意点もいただいております

ので、先ほど担当の都市整備部長から申しあげましたとおり、土地利用規制、あるいは土地

をコントロールということとあわせて、基盤整備のほうにつきましても、また一層ご尽力を

いただけたらと思いますので、お願い申し上げますとともに、また色々連携をとらせていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長 ほかはいかがでしょうか。もう少し湘南海上保安署さん、今回の台風の件で、もし何か課題

などございましたら、よろしくお願いいたします。 

湘南海上保安署 海上保安署におきましては風水害という形でありますと、それほど被害がなかったというこ

とでございます。ただ、一ついえるのが、河川から係留船舶が多数流れたということが、鎌

倉市ではないんですけれども、藤沢市のほうでございました。これが一旦流れ出すとですね、

河川の橋の柱とかにぶつかって道路が寸断される可能性が十分考えられることと、あと、航

行船舶、台風が過ぎ去った後で航行船舶の運行阻害にあたるというのが一つございます。こ

れは、藤沢土木さんのほうで河川の管理をされている、不法係留船舶というのもかなりあり

まして、そういったかたちのものが今後とも、こういったような台風が来れば、流れ出して

被害が出てくるというのがあるのかな、というのが今懸念しているところです。あともう一

つ台風が近づきますと、漁業をされている方とか、普段マリンレジャーをされている方です

とかは、無理にでないのですが、やはり１８号でサーファーが１名行方不明になった。それ

は台風が来る前にうねりがかなり高くなっていますので、当署のほうでも出ないようには指

導はしているのですが、なにせせっかく来たのでやって流されるというような、いまだに行

方不明という事案が続いておりますので、そのあたりのほうも各自治体さんのほうでもある

程度、そういったサーファーやマリンレジャーをされる、陸上側から出て行くところの指導

をお願いしたいというのがあります。以上です。 

会長 ありがとうございます。続いて陸上自衛隊さんお願いいたします。 

陸上自衛隊 陸上自衛隊です。今回の台風１８号、１９号の件につきましては、恐れがありましたので人

員等については、派遣の準備は完了しておりまして、情報収集をしておりました。特に横浜

エリアといった県央を含んだ地域が３００ミリを超える雨量でありましたので、特に県央地

域、あるいは横浜を中心として被害の情報等の収集をしておりました。特に横浜につきまし

ては被害の都度、情報提供等をいただいておりまして、中区等で土砂崩れが発生している、

あるいは冠水している、通行止めになっている、というような情報提供がありましたので、

そういったふうに逐次情報提供いただいていれば、万が一我々も鎌倉で大規模な土砂崩れ、
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あるいは冠水があった場合は１３４号線、朝比奈等を迂回して行って現場に急行するといっ

た行動方針もできますので、逐次情報提供をいただければと思います。まあ、今回につきま

しては横浜市さんからはそういった逐次情報提供をいただいていましたので、非常に我々と

しても準備というのは非常に容易でありました。 

昨年度の伊豆大島もそうなんですが、自衛隊は重機を使えますが、ただ、事前に行方不明者

をしっかりと捜索をして、そこに行方不明者はいないよ、という段階で重機を入れなくては

なりません。で、そうしたら若干、市長も耳の痛いところだと思うのですが、機械を入れる

ということは、まだ行方不明者がおりますので、行方不明者の体を傷つける恐れもあります

ので、その辺、知事と市長とでしっかり連携していただいて、重機を入れる決心をお願いし

たいと思います。あと自衛隊さんもいらっしゃいます、と簡単にいわれるところもあります

が、さもありながら行方不明者の体を傷つける恐れもありますので決心が必要になってくる

ということになります。私も東日本大震災で岩手県の大船渡のほうに捜索に行っていたので

すが、グループでするのですが、正直瓦礫の中から行方不明者が出てくる、というところは

ありますので、やっぱりそういった市長として非常に重い決心というのもありますので。あ

と自衛隊は警察署のように何でもできると結構思われがちなのですが、結構法律的な縛りが

ございまして、行方不明者のご遺体とか簡単には輸送できません。今回の御嶽山では心配停

止の状態でずっと報道が流れていたと思うのですけれども、あれが仮に死亡というかたちに

なりますと、自衛隊のヘリ、輸送機では簡単には運べないということもありますので、多分

そういうこともあったんじゃないかなと思っております。長くなりましたが以上でございま

す。 

会長 ありがとうございます。その活動拠点というのは例えばどこかの行政センターとかそういう 

ところを開放しておくということとか？ 

陸上自衛隊 そうですね、例えば小学校のグラウンドですとか、あとは運動場とかそういった市が管理、

あるいは県が管理しているそういった施設がありますと非常に容易にやれます。もしそれが

私有地になりますと、土地収容等結構手続が大変になりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

会長 ほかにはいかがでしょうか？よろしいですか？今回、避難勧告を初めて出したというのがひ

とつ話題として出ているんですけれども、その際自主防災組織の皆様方にはご連絡などをさ

せていただきまして、ご協力をいただいたところだったのですが、そのあたり、もし避難等

での課題などありましたらお願いいたします。 

自主防災組織 

連合会 

 

そうですね、先ほど高橋消防長からちょっとお話にあったんですけれども、仮に避難をする

ときのマニュアルみたいなものがね、各自治会あたりで徹底されているのですか、徹底する

必要性があるのですか?  － ありますよ、というお話を伺ったのですが、これはこれから

また色々な会合がありますので、そういう意味では各町内会長さんへの徹底みたいな部分、

呼びかけをしていこうかなというふうに特に思いました。これは今日の全体の目的とはちょ

っとちがうのですけれども、やはり一つの町内会でも、例えば私は大船の町内会ですけれど

も、大船小学校あり、自分のところの町内会館があり、それから大船中学校があり、女子大

がありということで、どこへ行くんですか？というのがあるんですけれども、そういうこと

を含めてここからここのエリアについては大船中学ですよ、という明確さ、小学校のほうは

こうですよ、というのをマニュアルを含めてどこの避難所に避難するのか、あと、避難方法

という意味ではどういう通路で行くのか、何回かやっていますけれども、これはうちの自治

会だけでなく、鎌倉市全体の町内会あたりがですね、この辺に少し力を入れながら防災活動

の展開を含めて、少なくても今年度、来年度くらいに課題として検討していただくような方
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向に話し合いをしていきたいなと思いますので、どうも色々ありがとうございました。髙橋

消防長、ありがとうございました。 

会長 ありがとうございます。そうしましたら折角ですので、発言されていない医師会のほうから

何かありましたら。 

医師会 風水害ではあまり救急医療のことは、医師会には仕事が回ってこないと思いますけれども、

大規模な土砂災害ですね、地震の時にはまず出動することになると思いますが、その際に、

救護所を設置してそこに人的資材等、医薬品等を備蓄して集中してやらなくてはならないの

ですが、それをどうするかというのがまだなので、それをこれから進めていきたいと思いま

すのでこれから、関係部署の方々には相談したいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは最後に日本郵便さん。 

日本郵便 特にありません。 

会長 かしこまりました。ありがとうございます。ほかには？ 消防団、平井団長、何か補足あり

ますか？ 

消防団長 一点。先ほど大船警察署長さんからお話が出たんですけれども、私も家が柏尾川の北側のほ

うなんですけど、柏尾川のときは消防本部にいたので無線だけの聞き取りなんですけど、や

はり久しぶりに道路が冠水したというのがあるんです。結構大きい柏尾川と大船駅周辺は過

去１６年前ですかね、多少過去のデータというのがあると思うんですよ。それを踏まえてい

ればもう少し対応が早かったのかなあというのがあるんですよ。それが一点。もう一点は公

共機関のバスですとか、路線バスは多分結構対応していると思うんですが、湘鎌のバスがあ

そこで立ち往生して、消防団が水没したバスを押した、というのがこの間の１８号の時に連

絡をもらったというのがあるのですが、ああいう病院の送迎とかにももう少し早く連絡をし

ていれば、そういったことが防げたのかなというのが一つありますので、そのへんも一つ、

大船警察さんのほうでもひとつ、もちろん消防団のほうでも随時情報が入ってくるので、提

供できる情報はいっぱいありますので、そのへんは共有できればいいのかなと思いました。

以上です。 

会長 ありがとうございました。ほかにはよろしいですか。それではこれで議題１については了承

とさせていただきます。続きまして、議題２、鎌倉市地域防災計画地震災害対策編の修正に

係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 事務局の総合防災課山村です。座って説明させていただきます。 

議題２、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）の修正に係る県意見の取扱いについて、ご 

説明させていただきます。 

事前に送付させていただきました、右上に事前送付資料１という A４横の資料をご用意くだ

さい。「鎌倉市地域防災計画の改定素案に係る意見」というのがございます。 

こちらの資料は、平成２６年３月に一部修正いたしました、鎌倉市地域防災計画（地震災害

対策編）につきまして、災害対策基本法第４２条第４項に基づき、神奈川県知事に報告した

結果、神奈川県防災会議からの意見が去る９月８日に送付されたもので、１３機関、計５５

件のご意見を頂戴したものです。 

事務局 山村 

 

 

 

表の向かって左側が県に報告いたしました、鎌倉市地域防災計画 地震災害対策編、向かっ

て右側が神奈川県防災会議からの意見となっております。 

こちらの意見の取り扱いについてでございますが、地域防災計画（地震災害対策編）全体を

通しての改定ですが、現在、神奈川県におきまして、「地震被害想定調査委員会」が設置さ

れておりまして、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されております。 
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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、その内容を踏まえ、地震災害対策編の見直しを行いたいと考えております。 

今回の頂戴しました意見の反映につきましても、その改定の時期に合わせて、反映したいと

考えております。 

内容に入りますが、時点修正や、文言の修正は説明を省略させていただき、粛々と調整作業

に入らせてはいただくのですけれども、事務局おきまして、特にご審議を頂戴したい箇所だ

け、ご紹介させていただきます。 

 

表をめくっていただきまして９ページ、９ページでございます。神奈川県警察本部 警備部

長様からご意見を頂戴いたしました、その中の中段、３、運転者のとるべき措置という項目

がございますが、こちらに 

ア「避難のために車を使用しないこと」と鎌倉市地域防災計画では記載させていただいてお

ります。それに対しまして、 

「津波から避難するなど、やむをえない場合を除き」と、文言の加筆のご意見を頂戴いたし

ました。もともとの地震災害対策編第１６章にはご指摘の通り、津波関連の記述はしてござ

いません。というのも、鎌倉市地域防災計画は、他市とは若干構成が異なりまして、「津波

災害対策計画」として、別のページで予防計画、応急対策計画を作成しております。 

いただきましたご意見につきましても、この地域防災計画の第２４章津波災害予防計画の１

８１ページに、徒歩避難の原則の項の中に、「また、災害時要援護者の避難においては、車

両の利用も考慮していきます」とすでに記載されております。ご指摘の趣旨は、既に、計画

に反映されているものと考えております。先般開催されました、防災会議幹事会におきまし

ても、事務局の説明で、ご了承をいただいたところであります。 

この部分につきまして、事務局では、ご意見として扱わせていただくことにとどめたいと考

えますので、ご議論を頂戴できればと考えております。以上でございます。 

会長 只今の説明につきましてご意見等ございましたら頂戴したいと思います。具体的な部分での

県警本部さんからのご指摘でしたがよろしいでしょうか。 

では特にほかにご意見がなければよろしいでしょうか。了承ということでよろしいでしょう

か。はい、ありがとうございます。では、この議題につきましては了承ということにさせて

いただきます。 

では次の議題に移ります。事務局からありましたら、よろしくお願いいたします。 

事務局 阪中 今後のスケジュールについて説明いたします。 

本日お示しした計画素案に対し、先の幹事会及び本日の防災会議での審議結果を反映させた

上で、市民の皆さまからのご意見をいただくため、パブリックコメントを 11 月に実施いた

します。 

その後、パブリックコメントの意見を含めて、計画素案の精査を進め、１月を目途に、計画

案の取りまとめを行い、防災会議で再度ご審議いただく予定です。 

2 月には計画を確定し、市議会への報告、災害対策基本法に基づく所要の手続きなどを進め

る予定です。以上です。 

会長 ただ今の報告について、ご質疑ございますでしょうか。よろしいですか。それでは、無いよ

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、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 


