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平成２７年度 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成２７年５月２６日（火） 

１５時３０分～１６時１０分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：柿﨑防災安全部長・長﨑防災安全部次長・阪中総合防災課課長補佐・竹ノ谷課長補佐・

窪田係長・野島係長・近藤・危機管理課西山課長・影山係長 

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、ご報告いたします。 

本日の出席委員は、31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。 

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。よろしくお願いいたします。 

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、誠にありがとうございます。 

昨年度は地域防災計画 風水害対策編の改訂作業を行うにあたり、委員の皆様方に大変ご協

力をいただきましたこと、改めまして感謝申し上げます。 

昨年度は台風 18 号の襲来に伴い、本市としては初めてとなる避難勧告を発令したことや、

神奈川県の新たな津波浸水想定が３月に公表され、市域では最大 14.5 メートルの最大波が

最短 10 分以内に到達すると想定されたことなど、今後の防災対策を検討する上でも重要と

なる新たな展開があった一年でもありました。 

本市としましては、新たな知見や情報を注視しながら、地域防災計画の着実な進行を図り、

さらなる防災行政の充実を図っていく所存です。 

本年度も委員の皆様方のご協力を賜りますよう、宜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。 

なお、本日は今年度最初の会議となりますので、委員の皆様に、順に自己紹介をさせていた

だきたいと思っております。それでは、会長の市長から挨拶がありましたので、次に副会長

であります小林副市長からよろしくお願いいたします。 

副市長 副市長の小林でございます。 

副市長 副市長の瀧澤です。 

教育長 教育長の安良岡と申します。こどもの関係機関でお世話になることと思います。 

関東農政局 関東農政局横浜地域センター、宮本と申します。 

湘南海上保安署 湘南海上保安署、署長の葉梨と申します。４月１日からです。よろしくお願いいたします。 

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の豊田と申します。本日は署長の水田の代理で参りまし

た。 

藤沢土木事務所 藤沢土木事務所 河川砂防第二課長の髙橋と申します。本日は所長の杉山の代理です。 

鎌倉警察署 鎌倉警察署、落合と申します。本日は署長の伊藤の代理で来ました。 
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大船警察署 大船警察署、署長の綿引と申します。 

東日本電信電話㈱ 東日本電信電話株式会社神奈川県西支店、番場と申します。支店長の岡村の代理です。 

東京電力㈱ 東京電力藤沢支社の佐野と申します。本日は委員の伏見の代理です。 

東日本旅客鉄道㈱  JR東日本旅客鉄道鎌倉駅長の洞山と申します。よろしくお願いいたします。 

東京ガス㈱ 東京ガス神奈川西支店、出口と申します。本日は支店長の中濱の代理として出席いたしまし

た。 

湘南京急バス㈱ 湘南京急バス、鎌倉営業所長の山本と申します。 

湘南モノレール㈱ 湘南モノレール、総務課長の早坂と申します。 

自主防災組織連合会 鎌倉市自主防災組織連合会、岩佐と申します。 

鎌倉市医師会 鎌倉市医師会の救急担当、田邊と申します。 

陸上自衛隊 陸上自衛隊第 31普通科連隊第３科長、町屋と申します。 

海上自衛隊 海上自衛隊横須賀地方総監部防衛部第３幕僚室長、門田と申します。 

消防団 鎌倉市消防団 団長平井の代理で参りました宗田と申します。 

事務局 長﨑 ありがとうございました。ここからは鎌倉市の関係部局になります。 

経営企画部長 経営企画部長 比留間の代理で参りました、次長の能篠と申します。 

歴史まちづくり推

進担当 

歴史まちづくり推進担当部長の桝渕の代理で参りました、係長の中島と申します。よろしく

お願いいたします。 

総務部 総務部長 佐藤と申します。 

市民活動部 市民活動部長の松永と申します。 

こどもみらい部 こどもみらい部長の進藤と申します。 

健康福祉部 健康福祉部長の磯崎と申します。 

まちづくり景観部 まちづくり景観部長の大場と申します。 

都市調整部 都市調整部長の征矢と申します。 

都市整備部 都市整備部長の小礒と申します。 

拠点整備部 拠点整備部長の渡辺と申します。 

消防本部 最後に消防本部消防長の斎藤と申します。 

事務局 

長﨑 

 

ありがとうございました。委員の皆様、改めましてよろしくお願いいたします。 

続いて、事務局員の紹介をさせていただきます。 

防災安全部長 柿﨑、防災安全部次長兼総合防災課長 長﨑、防災安全部危機管理課長 西

山、総合防災課課長補佐 竹ノ谷、総合防災課課長補佐 阪中、総合防災課防災担当係長 窪

田、総合防災課防災担当係長 野島、危機管理課担当係長 影山、最後に総合防災課防災担

当の近藤です。 

以上のメンバーで事務局を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会議に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議資料は、お手元にございます。 

・資料１ 鎌倉市津波避難計画（案） 

・資料２ 鎌倉市南海トラフ地震対策推進計画（案） 

・資料３ 平成 27年度 鎌倉市総合防災課 重点事業 

です。さらに地域防災計画の 16ページということで１枚ものですが、左に表１－10とあり

ます、「鎌倉市における想定被害」の資料（※参考資料）を追加させていただいております。

以上の資料で本日の会議を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、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、
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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、市長お願いいたします。   

会長 それでは議題に入りたいと思います。 

まず始めに、議題１「津波避難計画及び南海トラフ地震対策推進計画の策定状況について」

事務局から、内容の説明を願います。 

事務局  

窪田 

議題１「津波避難計画及び南海トラフ地震対策推進計画の策定状況について」につきまして、

説明させていただきます。 

資料１「津波避難計画（案）」及び資料２「南海トラフ地震対策推進計画（案）」をご覧く

ださい。 

鎌倉市では、津波防災対策として、津波浸水想定エリアを中心に、路面シートや避難場所標

識、海抜表示などの整備について、整備可能な箇所から緊急的に進めてきました。また、津

波襲来時の一時避難場所としては、津波避難空地や津波避難ビルの指定、確保を進めてきた

ところです。 

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、本市が同特措法の津波避

難対策特別強化地域に指定されたことから、本市における南海トラフ地震による浸水予想区

域内において施設等を整備する際に国庫補助を活用するためには、法定計画である南海トラ

フ地震対策推進計画の策定が必要であること、また、今後の市の津波防災対策を計画的かつ

効果的に進めていくためにも、市の津波避難対策の根幹となる計画の整備が必要であること

から、26年９月補正にて予算措置し、両計画の策定を合わせて進めてきたところです。 

案の策定は、両計画とも３月までに完了しており、今回防災会議の了承を以て計画の策定と

することとします。 

なお、今、策定中の津波避難計画は全体計画ですが、この全体計画で示した方針に基づき、

津波避難計画（地区別実施計画）を今年度策定する予定です。 

それでは、資料１「津波避難計画（案）」の概略についてご説明いたします。 

まず、２ページ第１章では、津波避難計画で想定する地震と津波を列記します。地域防災計

画において、想定する地震と津波に最新の知見を加えて想定しています。 

次に、７ページ第２章では、本市における津波襲来時に避難に係る課題を現状分析に基づき、

明らかにしています。地形的な特徴や津波避難施設の配置、また道路事情なども合わせて検

討し、本市の抱える課題を把握しています。 

16 ページ第３章では、津波避難施設の配置と避難可能距離の設定条件から本市における避

難困難区域を明らかにしています。 

19 ページ第４章は、津波避難空地・避難施設の指定要件、そして地域ごとの課題や地形的

条件等を合わせて検討した津波避難方針図を示しています。 

この避難方針図は、あくまで現状検討し得る条件及び情報から作成したもので、特定の避難

ルートを指定したり限定したりするものではありませんが、今後の避難施設、避難経路の整

備にあたり方針とするもので、また、津波避難計画地区別実施計画の策定にあたって地域と

の意見交換する際の検討材料として使用するものです。 

最後に、第５章には、安全確保に向けた取組として、津波災害発生時の体制や、今後の整備

方針などを記載しています。 

次に、資料２「南海トラフ地震対策推進計画（案）」については、特措法の法定計画であり、

内容及び章立てについては、国から示された雛形を踏襲する形をとっております。簡単に説

明しますと、第１章の総則のあと、第２章で関係機関等との連携協力の確保、第 3章の津波

からの防護及び避難について、という構成になっております。 
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第４章では、地震防災上、緊急に整備すべき施設等の整備計画をあげており、今後、前出の

津波避難計画に基づく事業を展開するにあたって、本計画の整備計画とも整合させていきま

す。 

最後の第７章では、津波避難対策緊急事業計画の基本事項をあげており、南海トラフ地震に

よる浸水想定域内で同特措法に基づく補助対象事業を実施する場合、この整備計画に位置付

ける必要があります。 

以上、両計画について章を追って簡単に説明いたしました。 

今後、１週間程度、６月３日までの期間に各委員からのご意見をいただき、その後、計画と

して決定したいと考えております。 

説明を終わります。 

会長 議題１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。 

それでは、海岸付近に所管施設があるところからご意見いただければと思います。 

まずは、消防本部からお願いいたします。 

消防本部 消防本部では、強い地震、津波警報等が出たときの初動体制といたしまして、津波警戒実施

要綱を定めております。震源地、地震の規模及び津波到達時間等を考慮して津波への注意喚

起、避難の広報を行うとともに、退避するための限界時間が来れば、津波来襲後の消防活動

の継続を図るため、消防車両は高台へ避難し、自ら津波被害を受けることがないよう活動す

る体制を定めております。その際に消防本部を利用している市民がいるその場合には、垂直

避難をするよう指示してまいります。以上です。 

会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

それでは、浸水区域というところで藤沢土木事務所さん、何かご意見ございますでしょうか。 

藤沢土木事務所 藤沢土木事務所です。津波避難計画を鎌倉市さんで策定し、対策が進んでいるということで

すが、藤沢土木事務所の所管している道路、河川、海岸が鎌倉市内にもあり、それらの津波

対策という意味では、神奈川県より新しい知見に基づいて出たところでありますので、それ

をもとに関係部署と協議、相談等を行っていきたいと思っております。 

会長 その他ご意見等ございますでしょうか。 

他に無いようでしたら、議題１についての審議を打ち切らせていただきます。 

次に、議題２「平成 27 年度の総合防災課の重点事業について」事務局から、内容の説明を

願います。 

事務局 

窪田 

それでは、議題２「平成 27 年度の総合防災課の重点事業」ということで紹介させていただ

きたいと思います。 

今年度の総合防災課の重点事業として、まず１点目は、『地区別危険箇所マップ』作成業務

についてです。これは、平時から危険発生頻度や災害危険度を把握することによって、災害

時の迅速かつ的確な避難行動に結び付けることを目的としているものです。 

 

２点目は、『津波シミュレーション動画の作成、公表』です。津波対策として、先ほど紹介

しました津波避難計画に基づきまして、津波からの防災対策を計画的に進めていくという内

容とリンクするものですが、予定しているのは津波から敏速に避難することを目的とし、実

状を踏まえた避難場所の施設を整備するとともに、津波浸水シミュレーションの動画を居住

地域の津波の危険地域を認知できるように作成して、津波に対する防災意識の周知、啓発を

図っていくものとなります。 

 

３点目として、次にこれまでも取り組んでおりますが、『防災行政用無線の難聴対策』を進

めてまいります。これにつきましては、スピーカーの交換、性能のいいものに交換していく
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ということ、それから防災行政用無線のデジタル化の移行に向けて電波伝搬調査、基本設計、

移行計画書の作成などの準備作業になります。 

 

４点目、『避難行動要支援者対策』です。現在、平成 25 年６月に改正されました、災害対

策基本法に基づきまして災害時避難行動要支援者の対策のための準備を進めてまいりまし

た。その一つとして、昨年度は災害時避難行動要支援者支援制度の全市展開の先行実施とし

て、平成 26 年度にシステムを導入し、モデル３地区で導入し、課題等の把握、検証を行っ

ており、今年度は全体計画に基づき全市展開する予定となっております。 

 

５点目、『ＭＣＡ無線の配備』です。これは、災害時に市と関連する各所との連携を強化す

るという目的のため、情報伝達手段の確保を目的として進めていくことにしております。 

計画としては、ＭＣＡ無線のハンディ機 19 台を購入して、県立学校等避難所、帰宅困難者

のための一時滞在施設、福祉避難所、医療機関等にＭＣＡ無線を配備することによって、災

害時の情報伝達の充実を図るというものです。 

 

最後６点目、『総合防災訓練／各種訓練、その他』です。目標としては、災害初動時におけ

る関係部署との連携を強化すること、検証していくということ、市民の防災意識の啓発を目

的として各種訓練、その他、取り組んでいくものとします。具体的に計画しているものとし

ては、土砂災害避難訓練、津波避難訓練、総合防災訓練となり、関係の方々との連携と協力

を図り、実行していきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

会長 それでは、只今の事務局からの説明につきまして何かご質問、ご意見等ありましたらお願い

いたします。よろしいでしょうか。 

総合防災訓練におきましては、皆様に毎回のご協力いただいており、ありがとうございます。

皆様のご協力なしにはこの訓練も実施できませんので、今年度もよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、これで議題２につきましては打ち切らせていただきます。 

最後に、その他として事務局からお願いいたします。 

事務局 

長﨑 

２点ほど、報告をさせていただきたいと思います。 

先ほど資料のところでご紹介しましたが、地域防災計画の被害想定をご覧いただきながら説

明させていただきたいと思います。 

神奈川県の地震被害想定の調査結果という形で、概要の情報が入っていますので、報告させ

ていただきます。 

東日本大震災の発生を受けて、国のほうでは南海トラフ地震、首都直下型地震の被害想定を 

実施しております。こうした新たな知見を含め、神奈川県では平成 25年、26年の２ヵ年で

地震被害想定調査が実施されました。今後、明日（５月 27 日）の神奈川県の防災会議への

報告を経て内容が確定され、公表される予定と聞いております。ですので、まだ神奈川県の

防災会議で確定していないという状況であり、被害の詳細については残念ながら本日は資料

提供が出来ないのですが、一日前ということで、神奈川県と協議をした結果、口頭で報告す

るには可能と了解を得たので、それを踏まえて概要について報告させていただきます。 

まず対象となる地震被害調査の地震は、神奈川県域における発生の切迫性や、各種法律によ

る地域指定、国、あるいは県の対策対象としての位置づけなどさまざまな要素がありますが、

それらを勘案して 11 の想定地震を選定したということです。このうち発生の確立が極めて

低く、超長期的な対応となる地震については、参考として取り扱うということになっており
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ます。現行の地域防災計画（地震災害対策編）では、お手元の資料（※参考資料）のとおり、

南関東地震以下合計９つの地震の被害想定が掲載されております。これが、前回平成 21 年

３月の神奈川県の地震被害想定調査の結果によるものです。 

今回の想定の見直しで、南関東地震と神奈川県西部地震、東海地震、三浦半島断層群地震は、

引き続き想定地震として取り扱うこととし、都心南部直下地震、南海トラフ巨大地震を追加

し、新たに想定の対象にするそうです。この表に記載されていますが、残りの地震と先ほど

藤沢土木事務所さんからご紹介がありました、相模トラフ沿いの最大クラスの地震、これは

鎌倉市の場合は従来と異なり、10分程度で 14メートルの津波が到達するという想定になっ

ているもの、相模トラフ沿いの最大クラスの地震、明応型地震、慶長型地震、これも 10 メ

ートル超えの津波が想定されている地震ですけれども、これらの地震については参考として

取り扱うということになると聞いております。 

想定結果の概要ですが、現状の表でいくと人的被害で死者数という項目がありますが、現想

定では南関東地震では鎌倉市では 200名ほどの死者とありますが、新たな想定では津波によ

る被害量を加えたという要素もあり、相当人的被害も増えると聞いております。明後日あた

り新聞報道がでると思いますが、現時点では、前回の想定を大きく上回る 2,000名近くとい

う結果になっているという情報です。 

今後、神奈川県におきまして、被害を減らすという意味での減災効果の高い対策を優先的か

つ計画的に進めるための、地震防災戦略を平成 27年度中に策定するとともに、来年平成 28

年度には神奈川県地域防災計画の見直しを行うと聞いております。 

鎌倉市におきましては、神奈川県の動向を注視しながら地域防災計画（地震災害対策編）の

改定について、今後検討するとともに、新たな被害想定を睨んだ防災対策の推進を図ってい

く必要があると考えているところです。これが１点目の報告であります。 

 

２点目ですが、先ほどの事業の紹介でもありましたが、災害時要支援者対策につきましては、

昨年３月の防災会議で取組みについて報告をさせていただいておりますが、その後の取り組

み状況について、紹介させていただきたいと思います。若干、重なる部分もあるかもしれま

せんが、防災としても重点的な事業の位置づけとしておりますので、お願いいたします。 

一昨年、平成 25 年６月に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援者名簿の作

成が義務付けられたことを受けまして、鎌倉市におきましても避難行動要支援者名簿を作成

して、専用システムを立ち上げて登録をしているところです。その結果、現在高齢者、障害

者、要介護者を合わせて４万人を超える方が名簿に登録されております。この名簿を活用し

て最終的な目的となる地域における支援体制の構築というものに向け、昨年度末の２月にモ

デル地区として３地区の自治会、町内会のご協力を得て、対象となる方への個人情報の開示

についての意向確認や、地域に提供する情報提供のための名簿の作成、提供された名簿に基

づいた個別支援計画の作成、これは対象者一人ひとり、戸別訪問や個別に手紙を出していた

だいたりと地域で一連の作業を実施してもらい、現在結果について中間的な報告をいただい

て、市で結果の検証を行っているところです。 

現時点で把握をしている主な課題として、地域での支援体制の構築に関して、支援する側の

マンパワーの確保、これが大きな課題となっています。また、市からの個人情報の開示につ

いての意向調査を文書で行っているところですが、半分近く回答が来ないという状況があり

ます。それが、その調査の意図がわからず回答していないのか、支援が必要ないという意思

表示なのか、これらの検証、未回答者へのフォローが課題となっております。 

今後、今回実施したモデル地区の事業で明らかとなった課題を踏まえて、全市での実施に向

けた取組みをしたいと思いますが、これには自治会町内会様のご協力が大前提となっており
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ます。地域での要支援者対策の重要性と支援者情報の活用につきまして、正しくご理解をい

ただくように努めていきたいと考えております。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。 

事務局 

長﨑 

最後に日本郵便鎌倉郵便局様、本日は菊池委員代理で金子様お見えになっておりますのでご

紹介させていただきます。 

会長 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したいと思

います。議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。 

 


