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鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）改定項目 

平成 26年 10月 2３日 

地域防災計画（風水害対策編）見直しの方針 具体的な見直し項目 

(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。 

・がけ崩れ・土石流により被害を及ぼすおそれのある区域の情報を市民に伝え、安

全な土地利用を促進します。 

（P27 第 2 章 都市の安全性の向上／第 7 節 がけ崩れ・土石流対策、P78 第 6 章 情報収集・

伝達・広報／第 1節 災害情報の収集・伝達、P195 第 24章 復旧・復興対策 第 5 都市基盤施

設の復興対策） 

 

・古都保存法等の法指定区域での良好な樹林地の管理を行うことで、土地所有者の

負担軽減を図り、土砂災害に強い山林の育成に寄与します。 

（P29 第 2章 都市の安全性の向上／第 7節 がけ崩れ・土石流対策） 

【意見：樹林地管理の対象範囲を明記等（都市整備部）】 

 

・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を推進します。 

（P30 第 2章 都市の安全性の向上／第 7節 がけ崩れ・土石流対策） 

 

・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の拡大を県に要望します。 

（P29第 2 章 都市の安全性の向上／第 7節 がけ崩れ・土石流対策） 

【意見：区域拡大に対する市の関わり方を明記（藤沢土木事務所）】 

 

・大雨によって土砂の流出等により多数の人に被害が及ぶ恐れが大きい「盛り土造

成地」区域の有無を確認するため、調査を行うことを検討します。 

（P31第 2 章 都市の安全性の向上／第 8節 造成地の災害防止） 

【意見：盛り土調査の目的は地震対策のため、風水害対策編にはなじまない 

（都市調整部）】 

 

 

② 洪水や内水はん濫など、浸水対策を推進します。 

・特定都市河川浸水被害対策法に基づく柏尾川等の浸水被害対策を推進します。 

（P25第 2 章 都市の安全性の向上／第 3節 治水対策） 
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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。 

・洪水（河川）・土砂災害・高潮に対する避難勧告・指示基準の見直しを検討中です。 

（P110第 11章 避難・被災者受入れ、保護対策／第 3節 避難対策） 

【意見：台風１８号を省み、内水氾濫の避難判断基準の検討が必要である 

（防災安全部）】 

 

④ 帰宅困難者や避難行動要支援者への対応等を強化します。 

・地震編と同様の対応を行うほか、台風接近等により予め公共交通機関の運休が想

定される場合は、市内の企業や学校に対して早期の帰宅指示を行うよう要請します。 

（P42第 3 章 災害時応急活動事前対策の充実／第 6節 帰宅困難者対策） 

【意見：交通機関運休情報等の連絡体制（東日本旅客鉄道・湘南モノレール）】 

 

・避難行動要支援者対策を記載しました。 

（P43第 3 章 災害時応急活動事前対策の充実／第 7節 要配慮者対策） 

【意見：社会福祉施設の要配慮者への対応等（健康福祉部）】 

 

⑤ その他災害対策計画として、火山・雪害対策を記載します。 

・市への影響を与える可能性のある火山の概要などを記載しました。 

（P205 第 25章 火山災害対策） 

 

・風水害での対応の他、雪害対策を記載しました。 

（P213第 26章 雪害対策） 
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(イ) 最新の基準や国、県の動向の反映 

 

○ 下記の最近改正・制定された防災関係法令等を反映させます。これら

以外の最近改正・制定された防災関係法令等については、「県計画」によ

り整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 防災基本計画との整合 

（以下の二つの法律を踏まえ平成 25 年 6 月改定） 

 

・「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（平成 25 年 6 月公布） 

・「大規模災害からの復興に関する法律」（平成 25 年 6 月公布） 

・指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、指定緊急避難場所として指定し、

被災者が一定期間滞在する避難所で、その生活環境等を確保するための一定の基準

を満たす施設を、指定避難所として指定します。 

（P40第 3 章 災害時応急活動事前対策の充実／第 5節 避難対策） 

 

・避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮 

やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必

要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者

の生活環境の整備に必要な措置を講ずることを追加しました。 

（P121第 11章 避難・被災者受入れ、保護対策 第 5 避難所外避難者等への対応） 

 

・避難行動要支援者名簿の作成 

高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、

本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものと

するほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすることを追加し

ました。また、これまでの「災害時要援護者」という名称を、「要配慮者」に変更し

ました。 

（P43第 3 章 災害時応急活動事前対策の充実／第 7節 要配慮者対策、P141第 14 章要配慮者支援

対策） 

 

・地区防災計画の策定 

住民及び当該地区に事業所を有する事業者から地区防災計画が提案されるよう、

指導・助言することについて追加しました。 

（P58 第 4章 市民・企業への啓発、自主防災活動及び防災訓練／第 1節 市民・企業等の役割） 

 

・安否情報の提供 

災害発生時に家族等が被災者の安否を知ることができるよう、市は安否情報の照

会があったときは、個人情報保護条例の規定にかかわらず、被災者又は第三者の権

利を不当に害するおそれがないと認められる範囲内で、照会をした家族等に安否情

報を回答できることを追加しました。 

（P80 第 6章 情報収集・伝達・広報／第１節 災害情報の収集・伝達） 
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・屋内での待避 

災害の性質や発災時の状況によって、 屋外を移動して立ち退くことによりかえっ

て危険が及ぶおそれがあることから、屋内での待避指示について追加しました。 

（P110第 11章 避難・被災者受入れ、保護対策／第 1節 避難対策） 

 

・避難勧告等に係る知事等への助言の要求 

的確な避難指示等のため、知事等に助言を求めることができることを追加しまし

た。  

（P113第 11章 避難・被災者受入れ、保護対策／第 1節 避難対策） 

 

・災害救助法の一部改正 

同法の所管を厚生労働省から内閣府に移管することを追加しました。 

（P186第 23章 災害救助法の適用／第 1節 災害救助法の適用） 

 

・「大規模災害からの復興に関する法律」（平成 25年 6 月 21日公布）の反映 

復興計画の作成について追加しました。 

（P192第 24章 復旧・復興対策／第 3節 復興対策の実施） 

 

・罹災証明書の交付、被災者台帳の作成 

災害による被害に応じた適切な支援の実施を図るため、市長が罹災証明書を遅滞

なく交付することを追加しました。また、被災者に対する支援状況等の情報を集約

した被災者台帳を作成することを追加しました。 

（P196第 24章 復旧・復興対策／第 3節 復興対策の実施） 

② 「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（平成 25年 5

月）の反映 

・避難所運営や復旧・復興のあらゆる場・組織などへの女性参画推進、避難所の男

女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮することなどを追加しました。 

（P41第 3 章 災害時応急活動事前対策の充実／第 5節 避難対策、P117第 11章 避難・被災者受

入れ、保護対策／第２節 避難所（ミニ防災拠点）の開設と運営） 

③ 「水防法の一部を改正する法律」（平成 25 年 7 月 5 日公布）の反

映 

・浸水想定区域内の要配慮者利用施設、大規模工場等における自主的な避難確保・

浸水防止の取組の促進等が規定されたことを踏まえて修正します。 

（P25第 2 章 都市の安全性の向上／第 3節 治水対策） 

④ 「気象業務法の一部を改正する法律」（平成 25 年５月公布）の反

映 

・特別警報が発表された場合、市は直ちに公衆等に周知する措置をとることが規定

されたことを踏まえ、特別警報の発表基準等を追加しました。 

（P76第 6 章 情報収集・伝達・広報／第１節 災害情報の収集・伝達） 
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○ 上位計画である神奈川県地域防災計画（平成 24 年 12 月改定）との

整合を図ります。 

 

・神奈川県地域防災計画（平成 24 年 12 月改定）との整合を図りました。 

（計画書全般） 

 

  

● その他 計画全体を通しての意見など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見：台風１８号の際、市内でガス供給に支障が出た箇所があった（東京ガス）】 

【意見：大規模停電時には、防災行政用無線での広報をお願いしたい（東京電力）】 

【意見：記述よりも取り組みが進んでいる箇所があるため、案を示すので修正して

いただきたい（水道営業所）】 

【意見：電話線は埋設管の中にさらに圧力をかけており、浸水への耐性を備えてい

る（東日本電信電話）】 

【意見：担当欄の記載方法が不明確ではないか（市民活動部）】 

【意見：広島県への派遣者からの報告をいかしたい（横三地域県政総合センター）】 

【意見：沿岸部だけでなく、河川への捜索活動も可能である（湘南海上保安署）】 

【意見：医療体系図は、最新のものを反映されたい（保健福祉事務所）】   
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(ウ) 構成の見直しによる、実効性の高い計画書づくり 

① 計画書の構成を県計画（風水害等対策計画）と市計画（地震災

害対策編）にあわせて見直します。 

 

現行の市計画（風水害対策編）の構成
現行との
対応箇所
第１章 ■ 総則

第１章 風水害等災害対策の計画的な推進
第１節 第１節 計画の目的、位置づけ
第３節 第２節 市の自然的、社会的条件
第３節 第３節 計画の前提条件
第２節 第４節 計画の推進主体とその役割

第５節 計画の推進管理
第２章 ■ 風水害予防計画

第２章 都市の安全性の向上
第10節 第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進

第２節 歴史的遺産と自然環境の保全
第１節 第３節 治水対策
第１節 第４節 河川改修
第１節 第５節 下水道整備
第１節 第６節 高潮対策

第２･14節 第７節 がけ崩れ・土石流対策
第８節 造成地の災害防止
第９節 地盤沈下の防止

第６節 第10節 建築物の安全確保対策
第11節 ライフラインの安全対策

第３章 災害時応急活動事前対策の充実
第５節 第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充

第２節 災害対策本部組織体制等の拡充
第３節 救助・救急、消火活動体制の拡充
第４節 警備・救助対策

第３節 第５節 避難対策
第６節 帰宅困難者対策

第11節 第７節 要配慮者対策
第８節 孤立化地域への対策

第４節 第９節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策
第７･８節 第10節 医療・救護・防疫対策
第９節 第11節 文教対策

第12節 緊急交通路及び緊急輸送路等の確保対策
第13節 ライフラインの応急復旧対策
第14節 災害廃棄物等の処理対策
第15節 広域連携・受援体制の拡充
第16節 災害救援ボランティア活動体制等の充実強化

第４章 市民・企業への啓発、自主防災活動及び防災訓練
第１節 市民・企業等の役割

第12節 第２節 防災知識の普及と意識の向上
第３節 自主防災組織・防災コミュニティの育成強化

第13節 第４節 防災訓練の実施

第１章 総 則
第１節 本計画の概要
第２節 防災に関する事務又は業務の大綱
第３節 本市の位置、地勢及び災害記録

改訂後の市計画（風水害等災害対策編）の構成

第２章 災害予防計画
第１節 水害予防計画
第２節 がけ崩れ災害予防計画
第３節 避難計画
第４節 防災資機材等の整備、備蓄計画
第５節 気象業務計画
第６節 火災予防計画
第７節 医療（助産）救護体制の整備計画
第８節 防疫予防計画
第９節 文教対策
第10節 自然災害回避（アボイド）行政の推進
第11節 災害弱者安全対策
第12節 防災知識の普及
第13節 訓練計画
第14節 保安林内山地災害予防計画
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②  計画書に対応課を明記し、どの部署が担当する取り組みかがわ

かるようにします。 

・各節ごとに担当課を明記しました。 

記載例：風水害予防計画 第 2章都市の安全性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

現行の市計画（風水害対策編）の構成
現行との
対応箇所
第３章 ■ 風水害応急対策計画

第２･３･４節 第５章 応急活動体制
第５･６･７節 第６章 情報収集・伝達・広報
第27･28節 第７章 広域連携・受援体制
第10節 第８章 水防対策

第９･11節 第９章 救助・救急、消火活動
第11･12節 第10章 医療救護活動
第８節 第11章 避難・被災者受入れ、保護対策

第14･15･16･24節 第12章 生活救援活動
第13･25節 第13章 保健衛生、防疫、遺体の処置に関する対策

第14章 要配慮者支援対策
第22節 第15章 応急教育
第23節 第16章 文化財等の災害応急対策 ※

第19･20･21節 第17章 交通規制・緊急輸送対策
第26節 第18章 警備・救助、環境管理対策
第17節 第19章 ライフラインの応急復旧
第18節 第20章 廃棄物処理対策

第31節
第21章 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関
する活動

第29節 第22章 災害救援ボランティアの受入れと活動
第30節 第23章 災害救助法の適用

第３章 災害応急対策計画
第１節 実施事項
第２節 災害対策本部等の設置
第３節 動員計画
第４節 配備計画
第５節 災害情報等の収集伝達計画
第６節 被害状況等の収集伝達計画
第７節 災害広報計画
第８節 避難計画
第９節 消防計画
第10節 水防対策計画
第11節 救急医療対策計画
第12節 医療（助産）救護計画
第13節 防疫計画
第14節 給水計画
第15節 食糧供給計画
第16節 生活必需物資等供給計画
第17節 生活関連施設の応急対策計画
第18節 清掃計画
第19節 障害物の除去計画
第20節 輸送計画
第21節 交通対策計画
第22節 文教対策計画
第23節 文化財対策計画
第24節 応急仮設住宅建設及び住宅の応急修理計画
第25節 行方不明者等の捜索及び死体の処理・埋葬計画
第26節 警備対策
第27節 自衛隊派遣要請計画
第28節 応援要請計画
第29節 民間団体活動計画
第30節 災害救助法の適用
第31節 災害相談対策

第４章 災害復旧計画

改訂後の市計画（風水害等災害対策編）の構成

第４章 ■ 復旧・復興計画
第25章 復旧・復興対策

第１節 災害復旧計画の策定 ※
第２節 復興体制の整備
第３節 復興対策の実施

■ その他災害対策計画
第25章 火山災害対策
第25章 雪害対策


