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平成２８年 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成２８年３月２３日（水） 

１３時３０分～１４時３０分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

 

事務局書記：柿崎防災安全部長・長崎防災安全部次長・竹ノ谷課長補佐・阪中課長補佐・窪田係長 

西山危機管理担当課長・井手危機管理担当課長・影山係長 

議事録（概要筆記）                                  ※敬称略 

事務局 

近藤 

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近藤と申します。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、３４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。 

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、５年が過ぎましたが、被災地では、復興に向けて、今

なお懸命な取り組みが続けられております。 

先月、私も宮城県に改めて伺いましたが、嵩上げを行ったりしておりました。鎌倉におきま

しても震災直後から、震災の教訓を踏まえ、ハード面よりもソフト面での取り組みをこれま

で中心に行ってきておりまして、一定の成果は得られたものと考えておりますが、最近の状

況をみますと、鎌倉市では引き続き取組みをしていかなければならないことがたくさんある

と感じたところです。 

今後は、震災の記憶を風化させることなく、地域住民の皆さんの危機意識を継続させるとと

もに、新たな知見や情報を注視しながら、地域防災計画を中心とした、防災対策の着実な推

進を図り、災害に強いまちづくりを引き続き進めていく所存です。そのためにもこれからも 

委員の皆様のご協力を賜ります様、宜しくお願いいたします。 

事務局  

近藤 

ありがとうございました。 

議事に入ります前に、昨年５月２６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。 

大船警察署長の阿部委員です。よろしくお願いいたします。 

続きまして、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター所長の國重委員です。本日は県民・

防災課長 豊田様に代理出席いただいております。 

続きまして、鎌倉警察署長の山口委員です。 

なお、本日は欠席されておりますが、鎌倉水道営業所長の吉田委員も新たに委員にご就任い

ただいております。 

新委員につきましては、以上となります。 
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 それでは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 

・会議次第 

・委員名簿 

・資料１－１ 鎌倉市地域防災計画の修正に係る意見 

・資料１－２ 修正に係る該当箇所 

・資料２   避難所の追加指定について 

・資料３   危機管理対策について 

・資料４   2020 年オリンピック・パラリンピックに係る防災・危機管理体制の準備状

況について 

・資料５   防災対策の取組状況について 

・リーフレット「放射能・放射線について」 

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。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  

阪中補佐 

 

議題１、鎌倉市地域防災計画の一部改正について、説明いたします。 

お手元の資料１－１及び１－２をご参照ください。 

資料１－１は、平成２７年１月の防災会議でご承認いただき、改定いたしました、鎌倉市地

域防災計画（風水害等災害対策編）を、災害対策基本法第４２条第５項に基づき、神奈川県

知事宛てに報告し、県の防災会議から意見をいただいたものでございます。 

意見ありとして、意見をいただきましたのは、参考も含めまして４機関計６２件となります。 

資料の見方としまして、最上段右側のカッコ書き内が、意見提出者となっております。 

表の中で、左から順に、該当箇所、県へ報告した鎌倉市の地域防災計画、県防災会議幹事か

らの意見、意見の取り扱いとなっております。 

資料１－２は、該当箇所の計画書本文の抜粋となります。 

意見の取り扱いですが、検討を要するものは、次回改定時といたしますが、単純な語句・

文言の修正など検討の余地がなく、すぐに対応すべき案件につきましては、この会議でお諮

りいただき、修正に入らせていただきます。 

それでは、内容に入ります。 

最初に、資料１－１、１枚目、にあります、横浜地方気象台からのご意見ですが、資１－２

の９ページ目をご参照ください。こちらは出典が平成２５年２月になっておりますが、気象

庁ホームページ記載の３月に修正します。また改行位置は修正いたします。 

次に資料１－２の２ページについて、本編１９７ページ、箱根火山の監視・観測ですが、県

温泉地学研究所に加え、気象庁等を加えます。 

２０１ページの図２５についてはご指摘のとおり、横浜気象台の系統図にあります、指定公

共期間、指定地方公共機関を削除し、指定地方行政機関のみとします。 

続きまして、資料１－１、神奈川県警察本部からのご意見です。資料２では５２ページにな

ります。風水害発生時の災害応急対策のために用いる車両は緊急通行車両であり、緊急輸送

車両は該当しないため、（輸送）の箇所を削除します。この文言修正は数箇所あり、すべて

削除します。 

また、資料１－１ ２ページ、資料２の５３ページの図３－３ですが、緊急通行車両の申請
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書類の様式が見直しされているため、ご指摘のとおり修正し、（輸送）を削除し、事前届出

書の輸送日時等の記載は要さないため、確認証明書の運行日時等については、窓口で記入す

るため、修正いたします。 

次は資料１－１の３、４ページ、資料２の１４７、１５０、１５１、２０５ページについて

です。緊急交通路は、災害が発生したとしても必ず指定するものではないため、緊急交通路

を確保の箇所を削除いたします。また、資料１－１ ４ページから６ページにあるとおり、

（輸送）、（確認対象車両）、（緊急通行車両）、（２）緊急輸送車両以下…の文言を削除

いたします。 

次に、鎌倉郵便局さんからのご意見です。資料１－１ 資料２の２１ページについてです。 

こちらはご指摘のとおり変更します。１７４ページについては削除します。 

次に、日本銀行横浜支店からのご意見として、P１７３－１７４について、県の防災計画に

ついて、「日本銀行防災業務計画」に基づき記載するように要望していることから、鎌倉市

地域防災計画もそれに合わせるよう修正します。 

次に、神奈川県防災局災害対策課からの意見のとおり、５４ページ、り災者を被災者、１３

２ページの遺体を死体の文言を修正します。１４３ページは災害救助法施行令の第３条へ修

正。１８０ページの救助の種類についても文言修正を行います。 

１９７ページ、箱根火山の噴火警戒レベルは現在１ですが、今後、状況が変わるような場合

には、今後の状況に応じて修正を検討いたします。 

３７ページについては表のとおり、告示ということばの示が抜けていました。 

２２ページ、神奈川県工業保安課からのご指摘は、ご指摘どおり文言を修正いたします。 

県保健福祉局総務室からのご意見、４１ページ、１１７ページにあります仮設動物救護セン

ターの名称ですが、平成２６年末に神奈川県動物救護活動マニュアルが改訂された際、動物

救護センターと名称変更されたのでそれにあわせるかたちとします。 

次に２７ページ、神奈川県県土整備局総務室からの意見となります。「特定都市河川浸水被

害対策法」についてですが、連携対象を河川管理者、下水道管理者、地方公共団体に修正し

ます。また、境川流域の特定都市河川及び特定都市河川流域の指定、施行日を訂正し、雨水

貯留浸透施設、公営住宅を市営住宅に文言をそれぞれ訂正します。 

最後に、神奈川県砂防海岸課からのご指摘で、３１ページ、日本政策投資銀行の融資は現在

無いため、削除します。また、５１ページ、１２８ページ、物資の受入れ港、港湾について

は、特定の市に限定しているものではないため、湘南港のほか、葉山港も該当することから、

文章を修正します。 

５１ページ、車両及び燃料の調達・確保に特定している理由ですが、次回改定時に改めて検

討したいと考えます。 

土砂災害防止法改正に伴う警戒避難体制の整備ですが、本市では、災害対策基本法の改正に

よる、指定避難所、指定緊急避難場所が未指定です。 

今後、指定ののちには、警戒避難体制として記載を考えていきます。 

以上で、議題１の説明を終わります。 

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。 

特に、ご意見をお出しいただいた機関の皆さま、いかがでしょうか。  

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。 

では次に、議題２「避難所の追加指定について」事務局から、内容の説明を願います。 

事務局 

竹ノ谷補佐 

それでは、議題２、避難所の追加指定につきまして、内容の説明をいたします。 

お手元の資料２をご参照ください。 
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鎌倉市では、災害時に被災者等を収容するため、目的や状況に応じて避難所を開設すること

としております。平時から対象施設を指定しておりますが、そのうち、帰宅困難者が発生し

た場合の一時滞在施設について、追加指定を行おうとするものです。 

現在、帰宅困難者一時滞在施設は、資料２の１番から７番までの施設となっておりますが、

新たに８番目の施設として鎌倉武道館を追加指定したいと考えております。 

これは、東日本大震災当日に当該施設が実際に帰宅困難者の受け入れを行ったこと、また、

大船地区の帰宅困難者一時滞在施設である鎌倉芸術館で改修工事が予定されていることな

どを考慮したもので、本日のご審議を踏まえ、速やかに所管課と指定の手続きに入りたいと

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・ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

特に無いようでしたら、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。 

それでは、報告事項に入ります。「１ 危機管理対策について」 

まず、（１）平成 27 年度の取組状況について、事務局から報告願います。 

事務局  

西山担当課長 

防災安全部危機管理課担当課長の西山と申します。よろしくお願いいたします。危機管理に

係る平成 27 年度の取組み状況について報告いたします。お手元資料３をご参照ください。 

危機管理課では鎌倉市危機管理対処方式に基づき武力攻撃事態等における国民の保護に関

する事案と、自然災害で市民等の生命・財産等に重大な被害が起こりうる恐れがある事態へ

の対処を行っております。平成２７年度危機管理課の主な取組みについて報告させていただ

きます。 

まず、平成２７年５月２７日、退職自衛官等で組織された隊友会神奈川県横須賀支部と大規

模災害時における支援協力について協定を締結しました。協定の内容は、災害が発生した場

合に本市の各地域に在住の隊友会会員に災害に関する情報の収集や本市からの災害に関す

る情報を地域へ伝達することを依頼するものです。この協定の締結により隊友会の方々から

災害発生時に自衛隊時代の経験を活かした効果的な支援を期待できるものと考えておりま

す。 

次に地震災害時業務継続計画（BCP 計画）関連について説明いたします。 

本市では平成２５年６月に地震災害時業務継続計画を策定いたしました。平成２７年度には

庁内の関連各課により、鎌倉市本庁に機能維持基本方針持策定委員会を立ち上げ、本庁舎の

安全確保、電力等ライフラインの確保、業務遂行に必要な物資確保など地震や津波等災害時

における市役所庁舎の機能維持に係る基本方針の策定に取り組んでおります。 

次に職員を対象とした災害危機管理研修について説明いたします。 

平成２７年度は部長等の幹部職員及び災害対策本部の運営に係る職員を対象として、災害対

策能力の向上を目的とした研修を実施しました。この研修では地震災害の際に災害対策構成

員である各部の職員が災害時にとるべき活動について災害対策本部を使って図上シミュレ

ーション訓練を行いました。また３月には職員一斉メールの参集応答機能を活用した訓練を

実施、災害発生時の職員の伝達確認、及び安否確認、参集時間の把握を行いました。この訓

練は平成２７年３月にも実施しましたが、平成２７年度の人事異動を考慮し、繰り返し訓練

することで伝達が迅速かつ的確に行うことを目的としているものです。 

次に東日本大震災関連の取組みについては３月１１日１４時４６分に黙祷の呼びかけを行

うとともに、公共施設で半旗掲揚を行いました。 

最後に緊急事態対策計画（放射線物質災害対策編）の策定状況についてご連絡いたします。 

本市では放射線物質災害が発生した場合に備え、緊急事態対策計画を策定することとしてお
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ります。 

現在国において放射線物質災害の原因となり得る原子力空母の事故が発生した場合の避難

判断基準や避難範囲について規定した原子力艦の原子力災害対策マニュアルの検証を行っ

ている状況から、この検証結果を見定めた上で国、神奈川県、三浦半島地域での各種策定内

容計画の整合性を精査しつつ、放射線物質災害対策に取り組んでいきたいと考えておりま

す。なお、今年度は放射線についてより理解を深めてもらうため、お手元にあります。市民

向けの小冊子『放射能・放射線について』を作成しました。 

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。 

特にないようでしたら、次に（２）『2020 年オリンピック・パラリンピックに係る防災・

危機管理体制の準備状況について』事務局から報告願います。 

事務局 

井手担当課長 

危機管理担当課長の井手と申します。お手元資料４をご参照ください。 

「２０２０年オリンピック・パラリンピックに係る防災・危機管理準備状況について」説明

いたします。 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、隣接する藤沢市でセーリン

グ競技が実施されることもあり、本市としても、近隣自治体として関係機関と協力しながら

大会の円滑な開催に注力するとともに、これを機会として鎌倉の魅力発信、地域活性化、外

国人観光客対策等について取り組むべく、副市長を委員長とする鎌倉市庁内検討委員会を平

成２７年１０月７日に設置しました。 

 委員会は、４つの部会で構成されており、防災・危機管理に関しては、部会の一つである

交通・安全部会の枠組みで、検討することとなりました。 

 これまで３回の委員会が実施されましたが、今後の方向性として、テロ事案等緊急対処事

態対応を優先的に検討することとし、関係機関と連携した情報収集体制の確立、大規模イベ

ント等開催に伴うテロ災害発生に備えた警戒態勢の確立等を今後の課題として、取り組んで

まいります。 

 さしあたって４月２０日、市が主催する国民保護図上訓練を予定しております。この訓練

では、神奈川県危機管理対策課、鎌倉警察署警備課、自衛隊、ＪＲ、江ノ電、徳洲会湘南・

鎌倉総合病院、鎌倉市医師会及び鎌倉市消防本部の参加を得て、化学剤散布を想定した緊急

対処事態への基本的な対応の流れなどを検証したいと考えております。 

 今後も関係機関の皆様方には、オリンピック、パラリンピック等に向けてのご支援・ご協

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

以上で終わります。 

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。 

特にないようでしたら、報告事項２に移りたいと思います。報告事項２『防災対策の取組み

情況について』事務局から報告願います。 

事務局 

長﨑次長 

総合防災課長の長﨑です。よろしくお願いいたします。 

報告事項２、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、現在、特に重

点的に取り組みを進めている事案につきまして、概要を報告させていただきます。 

お手元の資料５をご参照ください。 

まず、公衆無線ＬＡＮの整備について申し上げます。 

東日本大震災当日に、本市においても 5,000 人を超える帰宅困難者が発生したことや、東京

オリンピック・パラリンピックに向けて外国人観光客の増加が見込まれることなどを踏ま

え、災害発生時にこうした方々が自ら情報を入手するための環境整備を図るため、防災拠点
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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整備を進めております。 

当該事業は、昨年１２月に補正予算を計上し、国庫補助を活用して行うもので、整備内容は

資料に記載のとおりでありますが、今後も防災の視点で順次拡大を図りたいと考えておりま

す。 

次に、津波対策の推進についてですが、１点目として、津波避難計画（地区別実施計画）の

策定状況について申し上げます。 

本業務は、鎌倉市津波避難計画の地区別避難方針を踏まえ、地域の実情に即した避難実施計

画を策定しようとするもので、１月に第１回目のワークショップを３日間にわたって開催

し、グループワークによる課題抽出、意見交換、避難ルート案の作成などを行いました。 

さらに、３月８日から１０日の３日間にかけて、第２回のワークショップを開催し、第１回

で抽出された課題を踏まえ具体的な検討を行いました。 

いずれにおいても、活発な意見交換が行われ、円滑な津波避難に必要な課題を共有すること

ができたと考えております。 

次に、津波の脅威を視覚に訴えることにより、市民等の危機管理意識持続を図ることを目的

に、津波シミュレーション動画の作成を進めております。 

動画の構成は、過去の津波災害の事例紹介、津波の発生原理の解説、本市の津波想定などの

説明に続いて、由比ガ浜、鎌倉駅前、七里ガ浜、腰越の４地点をモデルに、現地で撮影した

映像に、津波襲来のコンピュータグラフィックを重ね、シミュレーションを行います。 

現在、最終段階の作業を進めており、４月からホームページ等での公開を予定しております。 

次に、津波避難路整備ですが、材木座地区において、地域の皆さんにより選定された避難路

に、安全対策のため、手すり設置を行いました。 

続いて、避難行動要支援者対策の取組状況です。 

平成２５年６月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者名簿の作成と支援組織への

情報提供が義務付けられたことを受け、本市におきましても、当該事務の取り組みを進めて

おり、昨年１０月から個人情報の開示に係る意向確認を開始いたしました。 

現在、対象者から提出された同意書に基づき、関連するデータの照合作業を進めております。 

また、支援を担っていただく、民生委員児童委員、自治会・町内会、自主防災組織、地区社

協の皆さんなどへの説明、意見交換を延べ１７回実施してまいりました。 

今後は、自治会・町内会をはじめとした支援組織への事前通知と説明、協定の締結を行った

後に、順次名簿提供を行う予定です。 

次に裏面参照ください。各種防災対策の進捗状況と今後の予定です。 

まず、昨年１１月から本市が以前から取り組んでおります防災・安全メール配信に、気象情

報等の自動配信機能を追加し運用しているところです。今回自動配信メニューのうち、地震

の震度情報の設定変更を検討しております。 

現在は、鎌倉市で震度３以上の地震が観測された場合に情報配信を自動で行う設定としてお

りますが、一例として鎌倉市が震度１であっても、県内の隣接自治体でそれ以上の震度が観

測され、日常生活に影響が出る場合も想定されることから、鎌倉市で震度１以上が観測され

た場合は、参考情報として自動配信するようシステムを変更しようとするものです。 

現在、委託業者と協議を行っており、４月から変更したシステムでの運用を予定しておりま

す。 

次に、昨年１２月以降の各種訓練の実施結果と今後の訓練予定について申し上げます。 

まず、昨年１２月２１日（月曜日）に、教養センターを会場に、災害ボランティアセンター

運営訓練を実施いたしました。 
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また、１月２５日には、鎌倉駅と帰宅困難者一時滞在施設である鎌倉生涯学習センターを会

場に、帰宅困難者対応訓練を実施いたしました。 

さらに、３月１７日に教養センターを会場に、福祉避難所運営訓練を実施いたしました。 

それぞれの訓練実施結果は、資料に記載のとおりであります。 

最後に、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、３月２０日ま

での訓練実施回数は 134 回、延べ参加人員は 7,087 人、防災講話は 19 回、延べ参加人員は

630 人となっております。 

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２８年度においても、引き続き災

害に強いまちづくりを進め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。 

特にないようでしたら以上とさせていただきます。最後にその他といたしまして、事務局か

ら何かありましたらお願いいたします。 

長﨑防災安全部 

次長 

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。 

平成２８年度の鎌倉市総合防災訓練の日程をお知らせいたします。 

平成２８年度鎌倉市総合防災訓練は、８月２４日（水曜日）午前１０時から、鎌倉市山崎浄

化センターを会場に実施を予定しております。 

関係機関の皆様には、追って訓練参加または参観についてご案内いたしますので、よろしく

お願い申し上げます。以上です。 

会長 ほかに何かございますか。 

山本専門委員 はい、実は昨年１１月に鎌倉市の幹部職員の方々の図上訓練がここで行われたのですが、1

月 1１日に広報の方から依頼がありまして、災害時に広報についての講義と検討会をこの場

で行いました。申し上げたいのは一般の職員の方々がいざというときには我々はどういうこ

とをしたらいいのか、あるいはどういう活動をしたらいいのかという問題点を自ら把握をし

て災害時広報のあり方を検討したいということで、担当の方々が集まって行われました。従

って幹部職員の方々は図上訓練を行われたわけですが、一般職員の方々も問題意識を持たれ

ていると思われますので、ぜひこの人達の意も汲んで研修を行われたらどうかと提案させて

いただきました。以上です。 

会長 ありがとうございました。他に何かございますか。。 

特にないようでしたらこれをもちまして、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。 

 

 


