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平成２７年 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成２７年１月２９日（木） 

１４時００分～１４時４０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・山村 

危機管理課佐々木担当課長・影山係長 

議事録（概要筆記）                                  ※敬称略 

事務局 

山村 

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、ご出席いただき誠に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山村と申します。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、ご報告いたします。 

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報告いたし

ます。 

まずは、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 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、ありがとうございます。 

現在、この鎌倉市防災会議で進めております、地域防災計画（風水害等災害対策編）の改定

作業も大詰めを迎えております。そして昨年、原案に対するパブリックコメントにより、市

民の皆さまからご意見をいただくとともに、先日は幹事会でご審議をいただいたところでご

ざいます。 

前回の防災会議でも話題となりましたが、昨年 10 月の２度にわたる台風襲来により、本市

の風水害対策に多くの課題が示され、現在、全庁を挙げてその課題解決に向けた取組みを進

めているところでございます。 

今回の計画改定により、鎌倉市の風水害対策の基本的な方向性を内外に示すとともに、火山

対策や雪害対策など、新たな課題への取組のきっかけとしたいと考えております。 

本日は、計画案の策定に向けて最終的なご議論をお願いしたいと考えており、皆様には、そ

れぞれのお立場から、忌憚のないご議論をお願いしたいと思います。 

事務局 山村 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きました委員について、ご紹介いたします。 

鎌倉市都市調整部の征矢委員でございます。 

都市調整部長 よろしくお願いします。 

事務局 山村 続きまして、傍聴についてお諮りいたします。 

本日の会議は傍聴の希望が２名ございます。傍聴を認めることでよろしいか、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 山村 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。 
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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

た、本日の資料の取り扱いですが、終了後、会議資料はお持ちいただかず、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。 

 

会議に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

事前に送付いたしました資料、右上に事前送付資料１とあります「鎌倉市地域防災計画（風

水害等災害対策編）改定原案パブリックコメント整理表」、及び、「鎌倉市地域防災計画風

水害等災害対策編（改定案）」という冊子もの、及びＡ３サイズで横長の資料「鎌倉市地域

防災計画風水害等災害対策編（修正対応表）」がございます。 

また、本日お配りしました、Ａ４サイズ縦の資料、「南海トラフ地震防災対策推進計画（骨

子案）」という一枚もの。以上です。 

 

それでは、お手元の会議次第に従いまして、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。 

では、市長よろしくお願いします。 

会長 まず始めに、議題１「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）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お願いします。 

事務局 山村 

 

議題１、「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）改定原案に対するパブリックコメン

トの実施結果」につきまして、説明させていただきます。 

お手元の【事前送付資料１】「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）改定原案パブリ

ックコメント整理表」（Ａ４横の資料）をご参照ください。 

こちらは前回の防災会議で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 13日から 12月 15 日の約 1ヶ月間実施し、計６名の方から、延べ２７件の

ご意見をいただきました。 

参考までに、前回の地震災害対策編の改定素案に対するパブリックコメントの際は、１８名

の方から、延べ７２件のご意見をいただいております。 

この事前送付資料１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ており

ます。また、先の１月１６日に行いました幹事会において了承された状態で、現在お示しし

ております。 

本日は、この事務局案に対する、委員の皆さまのご意見をいただいた上で、鎌倉市防災会議

としての見解として公表したいと考えております。 

 

それでは、資料１の整理表に進みます。 

１ページ目。この表の見方は、一番左の欄外が通し番号、提出者ごとに付けた提出№、１つ

空けて提出者の字、該当箇所、ご意見の概要、反映状況、事務局の考え方となっております。 

反映状況につきましては、便宜上『Ａ』から『Ｄ』の４つの区分にいたしました。 

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、ご指摘の箇所とは別の箇所に、ご意見の趣旨が反

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』、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わせていただくものを『Ｄ』として表示しております。 

抜粋して、説明いたします。 

1ページ目、通し番号の２番は、『「冠水対策」を別項目にわけて記載してほしい』という
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ご意見ですが、本市で発生する冠水のほとんどは、浸水と同様の問題から発生いたします。

そのことから、各課題を解決していくことにより、浸水及び冠水の発生が抑制されると考え

ており、あえて分ける合理性がないため、『Ｂ』とさせていただきました。 

通し番号６番、「ライフラインの安全対策」の電気の記述中、主語と述語の関係が適正では

なく、「共同溝の整備」は道路管理者が実施するため、意見のとおり削除いたしました。 

２ページ目にまいります。 

通し番号１０番から１９番までは、避難場所や自主防災活動、避難行動要支援者対策などの

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、『Ｄ』がやや多くなっておりますが、計画確定後に市民の皆さ

ま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。 

特に１８番、１９番でご意見をいただいております「避難行動要支援者対策」については、

現在、関係部局によるプロジェクトで取り組みを進めております。 

３ページ目に進ませていただきます。２０番から最後の２７番までですが、災害応急対策、

復旧・復興対策、計画以外への意見でございます。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。 

 

以上、いただきましたご意見と、その対応についての事務局の考え方を説明させていただき

ました。   

会長 只今の議題１の説明について何かご質問、ご意見等ありましたらよろしくお願いいたしま

す。 

よろしいですか。無いようでしたら、議題１につきましてはこの形で、防災会議の見解とし

て、公表してまいりたいと思います。 

次に議題の２に移りたいと思います。 

議題２「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）の改定作業について」こちらも事務局

から、内容の説明を願います。 

事務局 阪中 議題２、鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）の改定作業について説明いたします。 

お手元の『改定案』は、これまでの防災会議でのご審議に加えて、関係機関及び関係部局か

らいただいたご意見などを踏まえ、事務局で取りまとめたものでございます。 

非常にボリュームのある内容ですので、主な修正点等を中心に、説明させていただきます。 

改定案の 10ページをお開きください。 

ここでは、風水害による被害の想定について述べておりますが、表１－４に被害想定世帯数

など具体的な数値等を用いて、わかりやすい表現といたしました。 

次に、改定案の 13 ページから 14ページをお開きください。 

これまで資料編に記載しておりました、過去の主な災害発生履歴を掲載しておりますが、昨

年の台風 18号まで、直近の記録を掲載いたしました。 

次に、改定案の 15 ページをお開きください。 

ここでは、火山災害に対する本市の考え方を記載しておりますが、富士山とともに、箱根山

も対象に加え、総合的な視点で火山災害対策に取り組むことといたしました。 

次に、改定案の 27 ページをお開きください。 

第 4節河川改修に関する記述において、河川名と具体的な計画名を挙げて対策の推進を目指

します。 

次に、改定案の 30 ページをお開きください。 

第７節がけ崩れ・土石流対策について、一番下、６番で土砂災害警戒区域及び特別警戒区域

の指定について記述しております。 
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次に、改定案の 35 ページをお開きください。 

中ほど「市庁舎及び出先施設の通信機器等の復旧」の中で、非常用電源などの重要性につい

て記述しております。 

次に、改定案の 38 ページをお開きください。 

第 5 節避難対策では、39 ページに避難勧告等の類型ごとに発令時の状況を記載しました。

またその下に避難場所の確保及び整備についてでは、39ページから 40ページにかけて、風

水害避難所について、平成 25年 6 月の災害対策基本法の改正を踏まえ整理しました。 

次に、改定案の 42 ページをお開きください。 

第 7 節要配慮者対策の記述は、同じく平成 25 年 6 月の災害対策基本法の改正を踏まえた内

容といたしました。 

次に、改定案の 106 ページをお開きください。 

避難対策として、建物などの屋内避難について記述しました。次ページから避難勧告等につ

いて記述しておりますが、避難勧告、避難指示の発令基準につきましては、昨年４月に新た

に定め、昨年 10月の台風 18号の際に、本市として初めての避難勧告を発令したところです。

今回、109 ページに土砂災害の避難勧告指示の基準の記述がありますが、横浜気象台からの

ご意見を踏まえまして、土砂災害について早めの避難ができるように見直しをしました。こ

れにより、場合によっては、避難所の開設前の避難準備情報や、避難勧告の発令を行う可能

性もあります。また、同じ 109ページ下には、最近の台風で各地で話題となっております高

潮についても、避難勧告、避難指示の対象として明文化し、計画の確定後には、発令基準に

追加したいと考えております。 

次に、改定案の 197 ページをお開きください。 

ここからは、火山災害対策について記載しておりますが、特に、202ページから 203ページ

にかけまして、火山の噴火による降灰の影響と、被害軽減についての具体的な対策について

記載いたしました。 

最後に、改定案の 207 ページをお開きください。 

ここでは、雪害対策として、大雪に伴う都市機能の麻痺や交通の途絶などへの対策について、

必要な事項を定めております。 

以上、主な改定箇所及びポイントとなる箇所について、説明させていただきました。 

なお、Ａ３横の一覧表は、前回の防災会議でお示ししました「改定素案」に対するご意見と、

その対応状況についてまとめたもので、ここまでの説明の参考としてご参照いただければと

考えております。以上で説明を終わります。 

会長 ただ今の事務局からの説明につきまして、ご質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。ないようでしたら、ご承認をいただいたということで、今後の作業を

進めてまいりたいと思います。また、合わせて作業に際し、計画の趣旨に影響の語句の整理

などにつきましては、事務局に一任していただきたいと思います。その点につきましても合

わせてご承認いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。ではそのように進めさせていただきたいと思います。 

それでは最後に、その他といたしまして、事務局からありましたらお願いします。 

事務局 長﨑次長 その他１点目として、南海トラフ地震の特別特措法に係る計画について、報告させていただ

きたいと思います。 

お手元に、南海トラフ地震防災対策推進計画の骨子案ということで、裏側に主な項目を列挙

しておりますが、この資料を基に議論させていただきたいと思います。平成 25 年 12月に南

海トラフ地震防災対策特別措置法が施行されました。本市も同法の津波避難対策特別強化地

域に指定されており、これを受けまして情報収集、国や県との調整、計画案の作成等の事務
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を進めてきたところです。 

この特措法の特例措置により、社会資本整備総合交付金対象事業に対する、補助金の嵩上げ

措置が見込めることから、平成 27 年度から 28年度に整備を予定している（仮称）由比ガ浜

こどもセンター、及び鎌倉消防署腰越出張所の建設に際しまして、津波避難ビルとしての機

能整備を行うことを、補助対象とするための調整を進めてきました。 

昨年 9月には「南海トラフ地震防災対策推進計画」及び「鎌倉市津波避難計画」の策定を目

途に補正予算を措置し、現在両計画の策定を進めているところです。 

お手元に推進計画の骨子案を配布しております、この計画の基本的な構成は、国から作成例

として示されたものに準拠しています。 

この推進計画は、特措法の嵩上げ措置の根拠となるもので、これは本防災会議の検討を踏ま

えて策定される、という法律の規定になっているところです。 

一方、国・県との調整においては、両施設の整備事業を補助対象として、また嵩上げ措置の

対象事業として認められるよう、交渉を続けてきたところですが、結論から申し上げますと、

国土交通省との調整では、両施設とも南海トラフ地震の浸水予想区域外の立地、と判断され

る見解から嵩上げの対象とはならず、通常の補助率である 2分の 1補助となる見込みが立っ

ているという状況です。 

しかしながら、鎌倉市としましては、今後南海トラフ地震の浸水予想区域内での、新たな津

波避難施設整備等の事業の展開も当然視野に入れ、引き続き策定作業を進めていきます。現

在策定作業中の計画案がまとまった段階で、各委員に改めて内容をご確認いただき、今年度

内に計画として決定をしたいと考えております。また、並行して策定いたします津波避難計

画において地区ごとの課題を抽出し、平成 27 年度には、課題に基づく地区別の施策を展開

していくための、個別計画につなげていくという考え方で進めていきたいと思っておりま

す。 

以上で報告を終わります。 

会長 ただ今の事務局から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。 

よろしいでしょうか。ではその他、事務局から何か報告があればお願いします。 

事務局 山村 2年前の地震災害対策編に引き続き、市の災害対策の根本となる地域防災計画の風水害等災

害対策編の改定をします。それにつきまして、これまで見守っていただきました、山本専門

委員から、一言ご意見いただければと考えておりますがいかがでしょうか。 

会長 事務局からこのようにありました。山本専門委員、何か一言をお願いします。 

専門委員 専門委員の山本です。災害予防計画を見直しが終わったことを、まずお祝い申し上げたいと

思います。鎌倉市としてはこれで地震対策の見直しをして、業務継続計画の作成をしました。

そして今回風水害対策の見直しをされたわけですが、これから先はこれが実行できるような

体制作りをしなければならない、と考えております。地震対策については先般、1 月 23 日

に神奈川県とこちらの横須賀三浦地域の 5市町が、合同訓練をいたしました。これは大きな

地震が起こった、という想定で行われたのですが、警察、消防、自衛隊の方も来られて一緒

に訓練に参加されたのですが、市からの参加者は限られていて、防災安全部の一部の方が参

加をされておりました。あちこちで訓練などしていますが、東日本大震災が終わってから、

だんだんと危機感が薄れてきているように感じられてならない、ということが 1 つありま

す。それからこの風水害対策編を見直しをしたのですが、実は昨年の 8月の広島の風水害も

そうなのですが、風水害の事案が起こるたびに自治体の対応が遅かったという反省が必ず出

ているのですね。これはこの風水害対策編を作りましたけれども、これを各部局が台風の接

近、それから災害発生に各段階においてどのように対応、体制作りをして、対策としてどの

ように事前に予防をしていくか、ということが必ずしもしっかりとなされていない、という
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ことだと思われます。そういうことから、私は防災安全部には、この 3月までに、この風水

害対策編をもとに、各部の代表者に集まっていただいて、国土交通省はタイムライン、防災

活動計画と言っていますが、これを作らなくてはいけない。それは台風発生から、各段階で

どのような対策をとっていくかということなのですが、今手をつけている自治体は、昨年大

変な水害に見舞われた紀宝町というところが、今年度末をめどに作るということと、それか

ら来年度の事業として、国土交通省の荒川の下流河川事務所が、1 年間かけて防災行動計画

を作る、という予定をしているようです。そして鎌倉市もこれを作って、いざというときに、

あるいは、台風接近に伴って各部局が色々と全庁で体制作りが出来るように、考えていかな

ければならない。というわけで 3月末までにその計画作成、想定の演習をしましょうという

ことで提案をしているところです。従いまして、市長さんには強力にご指導いただきたい、

と思うと共に、各部長さんたちも、自分たちがどのようなことをしなくてはならないかとい

うと、実はこの風水害対策編にも各部局がやらなければならないことが、たくさん書いてあ

りますが、これをちゃんと自覚をされて、具体的に対応できるようになっているか、という

ことはこれからの話なのですね。従って計画を作って終わり、ということにならないように、

ぜひ訓練にも参加を、また協力をお願いしたい、というふうに思っております。これを私の

所見とさせていただきたいと思います。  

会長 ありがとうございました。今の山本専門委員の方からの、ご意見に何かご意見、質疑、ご質

問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか、では事務局からどうぞ。 

事務局 山村 では今後のスケジュールについてご連絡させていただきます。 

本日お示しした計画案に対し、最終的な語句の整理等を行いまして、計画として確定してま

いります。 

その後、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とともに、計

画書の製本、配布、ホームページでの公開などの準備を行う予定です。以上です。 

会長 その他事務局からどうぞ。 

事務局長﨑次長 計画の話から外れますが、気象情報についてお知らせをしたいと思います。気象台から雪に

ついての情報が発表されております。現時点では、鎌倉市は注意報に関しては乾燥注意報が

でており、天気に大きく係る情報はないのですが、昼前に神奈川県の大雪に関する気象情報

第一号という形で、神奈川県横浜市の気象台が、今後気象状況の変化が見込まれる際に、台

風のときは一日に何度も更新されるわけなのですけれども、この情報が発表されておりま

す。内容としましては、明日明け方から広い範囲にわたって、雪が降って大雪になるという

言葉が使われております。このあたりは神奈川県の東部に位置しますので、東部で多いとこ

ろで 8センチと予報が出ております。その後、30日昼過ぎには雨に変わる見込みではある

が、ただ気温が低いまま継続した場合にはそのまま雪も降り続くと。そうなると結果的には

降雪量もさらに増える可能性もあると、こういった情報もでておりますので、防災関係の皆

様方に、この情報が出ているということを、お知らせさせていただきたいと思います。 

以上です。 

会長 ありがとうございました。特に質疑等ありましたら、お願いします。 

よろしいでしょうか。各機関のみなさん、大雪になりそうだということで注意していただけ

ればと思います。 

それではこれをもちまして、鎌倉市防災会議を終わらせていただきたいと思います。議事進

行にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

 


