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平成２８年度 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成２９年１月３１日（火） 

１５時００分～１５時３０分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：長﨑防災安全部次長・竹ノ谷課長補佐・阪中課長補佐・井手危機管理課長・影山係長・

近藤 

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、３５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

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、また寒い中、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。 

委員の皆様におかれましては、日頃より鎌倉市の防災行政に多大なご協力をいただき、感謝

申し上げます。 

さて、東日本大震災が発生してから、間もなく６年が過ぎようとしております。国の復興庁

によりますと、昨年９月の段階での避難者は約 14 万人とのことでございます。直後の約４

７万人と比較すれば３分の１以下ではありますが、今なおこれだけの方々が震災前の日常生

活を取り戻せずにおられる、という現状を見ましても、被害の大きさを改めて認識したとこ

ろであります。 

また、昨年は、４月には熊本地震が、８月には台風が続けて襲来し、全国各地に被害をもた

らしました。 

本市におきましても、こうした災害の教訓を踏まえた対策を着実に進めるとともに、災害の

記憶を風化させることなく、市民の皆さんと行政とが危機意識を共有し、災害に強いまちづ

くりを引き続き進めていく所存です。 

本年も委員の皆様のご協力を賜りますよう、改めてお願いし、開会の挨拶とさせていただき

ます。本日はどうぞよろしくお願い致します。 

事務局  

長﨑 

ありがとうございます。 

議事に入ります前に、昨年３月 23 日に開催された、前回の防災会議以降に新たに就任され

た委員をご紹介いたします。 

関東農政局神奈川支局総括農政推進官の平賀委員です。よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、湘南海上保安署長の和田委員です。よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、藤沢土木事務所長の鈴木委員です。本日はなぎさ河川砂防部長 稲沢様に代理

出席いただいております。よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、大船警察署長の田畑委員です。よろしくお願い申し上げます。 
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続きまして、東京電力パワーグリッド（株）藤沢支社長の平井委員です。本日は藤沢支社次

長小宅様に代理出席いただいております。よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、東日本旅客鉄道（株）鎌倉駅長の相馬委員です。よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、東京ガス（株）神奈川支社 神奈川西支店長の野尾委員です。よろしくお願い

申し上げます。 

続きまして、陸上自衛隊第 31 普通科連隊 第 4 中隊長の村田委員です。よろしくお願い申し

上げます。新委員につきましては、以上となります。 

なお、事務局ですが、防災安全部長柿﨑が体調不良のため欠席させていただいております。

申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。 

 続きまして、傍聴ですが、傍聴の方がいらっしゃいませんので、傍聴についてのお諮りは割

愛させていただきます。 

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、事前にお送りいたしました、放射性物質災害対策（案）及び１枚ものの

概要、当日配布資料といたしまして、お手元にございます 

・会議次第 

・委員名簿 

・資料１ 鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）修正箇所一覧 

・資料２ 鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）修正箇所 

・資料３ 防災対策の取組状況について 

・資料４ 平成 29 年度訓練計画（案） 

・参考資料１ 鎌倉市地区別危険箇所マップ（６分冊） 

・参考資料２ 鎌倉市津波避難経路マップ 

でございます。お手元にない方は、挙手にてお知らせください。 

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。 

なお、委員の皆様におかれましては、ご発言の際、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、市長お願いいたします。 

会長 それでは、まず始めに、議題１「鎌倉市地域防災計画の一部改正について」事務局から、内

容の説明を願います。 

事務局  

長﨑 

 

それでは、議題１、鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）の一部修正について、説明いた

します。 

鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）は、東日本大震災の発生を契機に全面改定を実施し、

平成 25 年２月に作成したものでございますが、これまでも状況の変化に応じて時点修正を

行っており、今回の修正も同様の趣旨でございます。 

お手元の資料１をご参照ください。今回は、２点の修正を予定しております。 

１点目は、災害対策本部の代替施設に関する記述の部分で、資料１の２ページ目、３ページ

目に当該内容の記載ページを添付させていただいておりますが、現行の記述は笛田公園内の

施設を使用する形となっております。消防本部が大船消防署に移転したことなどを踏まえ、

当該施設を代替施設として使用する記述に改めようとするものでございます。 

２点目は、観光客等滞在者の域外移送に関する記述の部分ですが、この中で、移送手段、方

法を詳細に定めるものとして、「来訪者移送マニュアル」の記載がございますが、現時点で

は当該マニュアルは定めてられていないこと、また、今後は、帰宅困難者の移送自体の必要

性について再検証する必要があることなどを踏まえ、当該部分の記載内容を修正しようとす
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るものでございます。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・ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

よろしいですか。 

特にないようでしたら、審議は打ち切らせていただきます。ご了承いただいたということで

よろしいでしょうか。では、了承いただいたということにさせていただきます。  

次に、議題２「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）の一部修正について」事務局か

ら、内容の説明を願います。 

事務局 

阪中 

総合防災課阪中です。よろしくお願いします。 

鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）は、平成 2７年２月に全面改定を実施し、その

後、これまでも状況の変化に応じて時点修正を行っており、まず、同様の趣旨での修正点に

ついてご説明いたします。 

お手元の資料２をご参照ください。 

１枚目、表６－２ですが、昨年大雪警報、注意報の発表基準を気象庁（横浜地方気象台）が

見直しを行っております。表の「警報の大雪」、「注意報の大雪」のところで、発表基準、

「降雪の深さ」が大雪警報の場合は、今までの「24 時間降雪の深さ 20ｃｍ」だったものが、

「12 時間降雪の深さ 10ｃｍ」に、また大雪注意報の場合は、「24 時間降雪の深さ 5ｃｍ」

だったものが、「12 時間降雪の深さ 5ｃｍ」と変更になりましたので、この表を修正いたし

ました。これにより、早めの発表につながるように見直しを行ったものと伺っております。 

次に２枚目から３枚目、表 11－４，５，６ですが、国（内閣府）では昨年平成 28 年台風第

10 号により、岩手県の高齢者施設では「避難準備情報」の意味するところが伝わらず、適

切な避難行動がとられず被災されたことを重く受け止め、「避難準備情報」が高齢者の避難

を開始する段階であることを明確にするため「避難準備・高齢者等避難開始」に名称の変更

が、また避難指示では危険が切迫していることを表すよう「避難指示（緊急）」と名称が変

更されたことを受け、これに合わせた修正を行うものです。 

更に、表 11－４では、災害対策基本法の改正により立ち退き避難に加え、屋内での待避等

の安全確保についても指示できることとなったことから、避難に要する時間の短縮が予想さ

れ、国（国土交通省）は避難判断水位ではなく、氾濫危険水位を避難勧告等の発令判断の目

安とするよう変更したため、神奈川県が基準水位の見直しをおこなったことに伴い、変更す

るものです。鎌倉市内においては、柏尾川のみが６．２ｍから５．６ｍに変更され基準水位

が下がりました。今後は、５．６ｍで避難勧告を出すことになります。滑川、神戸川につい

ては、避難勧告としての基準水位は変更ございません。 

以上で説明を終ります。 

危機管理課 

井手 

続いて、危機管理課長井手が、放射性物質災害対策（案）の概要についてご説明いたします。 

資料は、１枚ペーパーの別紙「放射性物質災害対策（案）の概要」及び別添「第２７章放射

性物質災害対策（案）」です。ご確認お願いします。 

市は、この度、放射性物質災害対策(案）を策定しました。これは、市に影響のある放射性

物質放出事故が発生した場合の市の対応を定めたもので、神奈川県地域防災計画中にある

「放射性物質災害対策編」を参考にし、鎌倉市に所在する放射性物質取扱事業所において放

射性物質の放出事故が発生した場合を踏まえ、市として必要な事項を定めました。 

なお、市外の原子力事業所で原子炉の運転に起因する放射性物質放出事故が発生した場合の

対応については、国、県の指示に基づき、本計画を準用し、市として必要な措置を講ずるこ

ととしました。 

なお、本計画は、鎌倉市地域防災計画「風水害等災害対策編」中に、第 27 章として新たに

追加記述することとしました。 
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その理由は、災害対策基本法等において、放射性物質の大量放出事故を災害の定義に含めて

いること及び神奈川県も地域防災計画内に、「放射性物質災害対策」を編として策定してい

ることから、国の法律及び県の計画との整合を図ることが適切であることからです。 

概要については、第１節「災害予防」で、安全確保、災害応急対策への備えについて、第２

節「災害時の応急活動計画」で、発災直後の情報収集・連絡、活動体制の確立、捜索、救急

・救助等について、第３節「災害復旧」では、汚染物の除去、各種制限措置の解除及び安全

の確認について記載いたしました。 

関係法令は、別紙に記載したとおりとなっています。以上で、説明を終了します。 

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

特にないようでしたら、議題２についての審議は打ち切らせていただき、ご了承いただくこ

とでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、了承ということで確認させて

いただきました。 

次に、報告事項に入ります。「１ 防災対策の取組状況について」事務局から報告願います。 

事務局 

長﨑 

報告事項１、防災対策の取組状況につきまして、報告させていただきます。 

防災対策につきましては、様々な分野にわたり取り組んでいるところですが、今回は、平成

28 年度におきまして、特に重点的に取り組んだ事案につきまして、概要を報告させていた

だきます。 

お手元の資料３をご参照ください。まず、４月に発生いたしました、熊本地震への対応につ

いて申し上げます。 

この地震は、最初に発生したマグニチュード 6.5 の地震が前震、２度目に発生したマグニチ

ュード 7.3 の地震が本震と位置付けられ、最大震度７の激しい揺れが２度にわたって発生い

たしました。これまでの経験や常識を覆す災害となり、この地震の課題と教訓を今後の対策

に活かしていく必要があるものと考えられます。 

本市におきましても、発災直後から情報収集体制を立ち上げ、可能な支援策を模索しており

ましたが、熊本県に隣接する大分県別府市からの支援要請を受け、４月 20 日にアルファ米

2,500 食、毛布 1,000 枚を提供いたしました。 

また、募金活動を行い、日赤を通じて被災地へ送っております。 

さらに、応急危険度判定士の派遣、被災者の受け入れ住宅の提供、災害従事車両証明書の発

行など多岐にわたる支援策を実施致しました。 

この地震は、直下型地震による被害の深刻さについて、改めて考えさせられた形となりまし

たが、本市におきましても、耐震化の促進や自助による日頃の備えの大切さのさらなる啓発、

関係機関との連携強化、避難所のあり方の見直しなど、地震災害対策の充実に向けた検討を

進めております。 

次に、津波対策の推進について申し上げます。 

平成 27 年度事業として、津波防災意識の啓発を目的に、津波シミュレーション動画の作成

を行い、28 年４月からホームページ上で公開しているほか、市内の学校や図書館にＤＶＤ

を配置し、防災学習、防災教育の面からも活用をお願いしております。 

５月には、沿岸部の自治会・町内会を通じて避難経路マップの配布を行いました。本日参考

資料としてお手元にお配りさせていただいております。 

８月には、具体的な避難対策として、七里ガ浜地区におきまして、地元自治会からの要望及

び七里ガ浜小学校に隣接するマンションのご協力に基づき、当該マンションの敷地から学校

の校庭に直接アクセスするルートを整備いたしました。 

12 月には、ＮＴＴ東日本様所有の、由比ガ浜のＮＴＴ鎌倉ビルについて津波避難ビルとし

ての使用協定を締結させていただきました。 
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１月には、材木座の光明寺のご協力をいただき、地域で設定した津波避難路に手すり、照明

の設置を行いました。 

次に、避難行動要支援者対策について申し上げます。 

平成 27 年度に対象となる方約 22,000 名に対し、支援組織への個人情報提供についての同意

確認を行った結果、約 8,500 名の方から同意をいただき、これらの方々の名簿を警察、民生

委員児童委員協議会及び名簿の受領を希望した自治会、町内会に提供いたしました。今後も

個別支援計画の策定に向けて取組を進めてまいります。 

次に、災害情報伝達体制の充実について申し上げます。 

まず、公衆無線 LAN、いわゆる Wi－Fi の整備ですが、災害発生時に帰宅困難者や外国人が

自ら情報を入手するための環境整備を図ることを目的として、平成 27 年度に防災拠点とな

る市役所本庁舎、第３分庁舎及び帰宅困難者一時滞在施設となる鎌倉生涯学習センターに公

衆無線ＬＡＮの整備を行い、引き続き平成 28 年度には、地域の防災拠点となる各支所と、

帰宅困難者一時滞在施設である鎌倉芸術館、鎌倉武道館に設置いたしました。 

また、防災行政用無線のデジタル化移行作業についてですが、平成 34 年 11 月の移行期限を

睨み、28 年度にデジタル化基本計画・実施設計を実施し、29 年度からデジタル化移行作業

に入る予定です。 

さらに、日頃からお住まいの地域における災害リスク情報を把握していただくことを目的

に、地区別危険箇所マップを作成し、それぞれお住まいの地域に該当する部分を配布いたし

ました。本日参考資料として全市分をお配りさせていただいております。 

最後に、各種訓練の実施についてです。 

次の報告で平成 29 年度の訓練計画についての説明を予定しておりますが、28 年度の主な訓

練も、概ね同様の形で実施しております。 

また、自主防災組織をはじめとする、地域における訓練の実施状況ですが、1 月までの訓練

実施回数は 116 回、延べ参加人員は 6,300 名、防災講話は 26 回、延べ参加人員は 1,129 名

となっております。 

ただいま報告いたしました各種取組の成果を踏まえ、平成 29 年度におきましても、引き続

き防災対策の推進を図ってまいりたいと考えております。以上で報告を終わります。 

会長 只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いたします。 

他に無いようでしたら、次に、報告事項２「平成 29 年度訓練計画について」事務局から報

告願います。 

事務局 

竹ノ谷 

総合防災課竹ノ谷と申します。よろしくお願いします。 

資料４をご参照ください。 

平成 29 年度の訓練計画ですが、例年実施しております、総合防災訓練は平成 28 年度と同じ

く８月 24 日に、沿岸部全域を対象とする、津波対応訓練は 11 月７日の実施を予定しており

ます。 

また、5 月下旬には、土砂災害対応訓練、職員参集訓練、国民保護実働訓練など、訓練が集

中いたしますが、それぞれ趣旨や規模が異なる訓練となりますので、効率的に実施したいと

考えております。 

主要な訓練につきましては、本日ご参加の関係機関の皆様に事前にご参加のお願いまたは参

観のご案内を申し上げますので、よろしくご協力をお願いいたします。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。 

他に無いようでしたら、最後に、その他といたしまして、事務局から何かありますか。 

事務局 長﨑 特段ございません。 
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会長 市のほうで用意いたしました議事は、以上となりますが、委員の皆様、せっかくの機会です

ので、それぞれのお立場でご意見や情報提供などありましたら、是非お願いいたします。い

かがでしょうか。 

他にご発言が無いようでしたら、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、ありがとうございました。 

 


