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平成２９年度 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成３０年３月１５日（木） 

１０時００分～１１時００分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

出席委員：市長（松尾 崇）・副市長（小磯 一彦）・湘南海上保安署長（和田 聡明）・横須

賀三浦地域県政総合センター所長（鈴木 宣男）・鎌倉保健福祉事務所長（長谷川 嘉

春）・企業庁鎌倉水道営業所長（伊勢 茂樹）・鎌倉警察署長代理（警備課長 杉江 

友悟）・大船警察署長代理（警備課長 片野 晃一）・総務部長（松永 健一）・市

民活動部長（奈須 菊夫）・こどもみらい部長（進藤 勝）・健康福祉部長（内海 正

彦）・環境部長代理（次長 佐藤 雅也）・まちづくり景観部長代理（次長 塚本 周

一郎）・都市調整部長（服部 計利）・都市整備部長代理（次長 関 淳一）・拠点

整備部長（前田 信義）・鎌倉市教育委員会教育長（安良岡 靖史）・鎌倉市消防長

（斎藤 務）・鎌倉市消防団長（小宮 幸二）・日本郵便㈱鎌倉郵便局長代理（総務

部長 武富 健治）・東日本電信電話㈱神奈川西支店長代理（総括担当課長 長橋 和

弘）・東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱藤沢支社長代理（次長 村富 利雄）・日本通運㈱藤沢

支店長（鈴木 康治）・東日本旅客鉄道㈱鎌倉駅長代理（助役 林 哲治）・東京ガ

ス㈱神奈川支社神奈川西支店長（野尾  睦彦）・湘南モノレール㈱総務課長代理（係

長 戸井田 純一）・鎌倉市自主防災組織連合会副会長（岩佐 勝司）・鎌倉市医師

会理事（田邉 巌）・鎌倉女学院中学校、高等学校校長（錦 昭江） 

事務局書記：柿﨑防災安全部長・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・松村 

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、29 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。 

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、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。 

東日本大震災が発生してから、今月でちょうど７年が過ぎました。津波防災の考え方を根本

から変えた大津波の脅威はもちろん記憶に新しいところですが、その他にも、大規模災害に

おける災害弱者の避難の問題や、長期に及ぶ避難所生活への対応といった課題が、改めて浮

き彫りとなりました。また地震、津波ばかりでなく、昨年は本市におきましても、10 月の

台風 21 号による高潮で沿岸部に家屋の浸水被害などが発生いたしました。 

 

こうした災害の課題と、そこから得られた教訓を踏まえた対策を着実に進めるとともに、災
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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常に共有し、災害に強

いまちづくりを引き続き進めていく所存です。 

今後も委員の皆様の変わらぬ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。 

事務局  

長﨑 

ありがとうございました。 

なお、以後の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、会長である松尾市長が務めさせていただきます。 

また、今回は会議の傍聴について希望者がおりませんでしたので、そのまま会議に入らせて

いただきたいと思います。 

それでは市長、宜しくお願いいたします。 

会長 それでは会議に入りますが、その前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

事務局 

長﨑 

本日の会議資料は、事前にお送りいたしました、 

・資料１「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表された場合の対応について 

・資料２「津波災害警戒区域の指定に関する神奈川県の動向」 

と、本日机上配布いたしました、 

・会議次第 

・当日配布資料１「南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の当面の市の対応」 

・当日配布資料２「災害協定の見直しについて」 

・当日配布資料３「平成 29 年度における主な災害対応について」 

・当日配布資料４「気象警報の発表基準の見直しについて」 

以上になります。 

お手元にない方は、挙手にてお知らせください。それでは市長、進行をお願いいたします。 

会長 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。 

それでは、まず始めに、議題１「南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合の市の対

応について」、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１、「南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合の市の対応」につい

て説明いたします。お手元の資料１と当日配布資料１をご覧ください。 

1 の国の動向をご覧ください。これまで、国では、大規模地震対策特別措置法（大震法）の

なかで、東海地震を予測可能な地震として基本計画を策定し、本市もこれに基づき、地域防

災計画のなかで、東海地震対策編を定めて対応を図ってまいりました。 

しかしながら、近年の科学的知見により南海トラフ沿いで従来の想定より広範囲で大規模な

地震の発生が想定されるようになり、学識経験者を含む国のワーキンググループにおける検

討の結果、東海地震を含めた範囲で、地震の発生時期を高い精度で予想することは困難にな

ったと結論付け、大震法に基づく現行の地震防災応急対策を改めることとしました。 

このワーキンググループの報告を受けて、気象庁では平成 29 年 11 月 1 日から次のとおり対

応することとしました。 

まず、 

①南海トラフ地震に関連して調査を開始した場合や、地震発生の可能性が相対的に高まった

と判断した場合、「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」（以下「臨時情報」という）

を発表すること。 

②南海トラフ地震に関する評価検討会を開催し、従来の東海地域を対象とした地震防災対策

強化地域判定会と一体となって検討を行うこと。 

この運用開始に伴い、政府では南海トラフ地震に関連する臨時情報が発表されたときは、関

係省庁による今後の取組を確認するとともに、内閣府（防災担当）は国民に対して今後の備
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えについて呼びかけるとしました。この呼びかけについては基礎自治体を通じて行うことを

想定しているとのことです。 

 

次にお手元の資料２の県の動向をご覧ください。神奈川県の対応ですが、臨時情報が発表さ

れた場合は、地震に対する備えを徹底し、具体的には情報収集・連絡体制の確認、施設の点

検、災害応急対策の確認等について、国の災害警戒会議の結果を受けて対応を検討するとの

方針を示しています。また国の国民に対する呼びかけを受けて、県知事からコメントを発表

することを決定しています。 

 

お手元資料３の近隣市町の状況をご覧ください。こうした情勢を受けて、本市でも近隣市と

の情報交換を行っています。臨時情報発表時の対応は未定のところもありますが、お手元の

資料１の表にありますとおり、これまでに当面の対応を決定している市町の情報は以下のと

おりです。 

対応はそれぞれですが、南海トラフ地震との関連について調査を開始した旨の臨時情報が発

表されたときの対応としては、情報収集体制の強化や情報共有の徹底を、また、南海トラフ

地震の可能性が平常時と比べ相対的に高まった旨の臨時情報が発表された場合は、市ホーム

ページや防災行政用無線を通じて、地震への備えを徹底する様、周知するなど、となってい

ます。 

 

最後に資料４の本市の対応をご覧ください。今後国では、モデル市町村での検証を経て、臨

時情報発表時の対応モデルを示すとしています。本市の当面の対応としては、当日配布資料

１に記載されておりますように、調査開始の臨時情報が発表された時は、防災部局による情

報収集（通常体制）、地震の可能性が高まったとの臨時情報の発表時には、関係機関と速や

かに連携し、災害対策本部の設置、避難所の開設、ホームページや防災行政用無線等を通じ

た住民への情報提供の等の措置を講じる必要があると考えられます。そこで本市では、当面

の対応として、東海地震対策編を準用し、南海トラフ地震の可能性が相対的に高まったとの

臨時情報が発表された場合には、東海地震注意情報、または予知情報発表時の体制をもって

あたることとしたいと考えております。 

しかし、臨時情報がどの程度の頻度や正確性で発信されるのか現状では不透明であり、また、

近隣市町の対応も、未定を含めてまちまちの状況です。市では、今後、国から示される対応

モデルや情報、全国の市町村の動向等を注視し、南海トラフ地震防災対策を立案し、地域防

災計画及び施策に反映する必要があるものと考えます。 

なお地域防災計画の東海地震編については、大規模地震対策法が廃止されるまでは運用の可

能性があることから、引き続き計画に位置づけるものといたします。 

以上で説明をおわります。 

会長 事務局からの説明は以上ですが、この議題に関して、各委員に、それぞれの機関で対応、決

定していることや、ご意見がありましたら、お伺いしたいと思います・ 

特に、ライフライン関係の皆様はいかがでしょうか。具体的な方針が決まっていない場合で

あっても、社内で議論等がおありでしたら、ご紹介いただければと思います。 

東京電力さん、いかがでしょうか。 

東京電力パワーグ

リッド㈱ 

藤沢支社 

東京電力パワーグリッドの村富と申します。当社では非常災害基本マニュアルというのを定

めまして、電力設備の維持管理をしているところであります。基本的に災害発生時において

は、災害が発生しても可能な限り電力供給を継続するというスタンスで対応しております。

また、南海トラフ地震もありますが、東海沖の地震が発生した場合は関係する行政や警察、
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消防などと連携をとりながら体制を強化していくという方針でやっていきたいと思ってお

ります。 

会長 ありがとうございます。他にはありますでしょうか。東京ガスさんはいかがでしょうか。 

東京ガス㈱ 

神奈川支社 

 

私どもは東海地震警戒態勢事態の発生時における対応を読み替える形で対応することとし

ております。具体的には東海沖地震の注意情報に相当するレベルの情報提供があった場合に

は臨時体制ということで、本社の防災供給部長をトップとする体制をとり、情報収集に努め、

警戒宣言に相当する臨時情報を得た場合には、規定の要員の動員をかけ、設備の点検要員の

確保に努めるということにしております。 

会長 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

鎌倉市医師会 鎌倉市医師会の田邊と申します。 日ごろ医療体制の構築にご協力いただきありがとうござ

います。災害時のときの医師会としての対応としては、救護所が開かれた場合に、そこに医

師を派遣することを決めております。また、薬剤師会と市との協定で薬剤師会を通して薬剤

を供給することになっております。しかしながらそれをどのようにするか、運営するかとい

うことは具体的には決まっておりません。例えば、救護所にどれだけの医師、薬剤を手配す

るかというリストもありません。それについては市からも何も提示が今までされておりませ

んでしたので、薬剤師会と協議をはじめたところです。市民のためにどうにか３日間は持ち

こたえようと考えておりますが、資金がありません。その点について市ではどのようにお考

えでしょうか。薬を置いておくということについては使用期限がありますのでお金がかかる

ところからそれは難しいと思います。 

それから鎌倉市内にある病院の体制としましては災害協力病院という位置づけで湘南鎌倉

病院があります。実はこの湘南鎌倉病院は一次救急から、二次、三次救急まで全て受け入れ

ていますので、慢性的に病床不足となっております。救急車が何台来ても満床でも受け入れ

ます。ですので、平時でも重症患者が来ても年に５０日以上満床状態であるといことがある

そうです。湘南鎌倉病院からの申し出で、鎌倉市医師会では二次救急の担当の病院に受け入

れてくれる患者さんを移す、ということで話し合いを進めているところです。 

そしてそれが平時でも危機的状況が続いていて、重症患者さんが２日も３日も廊下で待つと

いう状況もあるそうです。そういった状況が平常時でもあることから災害時ではどのように

なってしまうか、想像してみてください。そういった状況を回避すべく、歩いていける患者

さんから重症患者さんまで集中してしまうことがないように、湘南鎌倉病院が円滑に機能し

ていくために鎌倉市が先導をとって救護が円滑にいくように作っていただきたいというの

が私たちからのお願いです。 

長﨑次長 貴重なご指摘ありがとうございます。多分今のこのお話は南海トラフ限定ではなく災害対応

全般に関することだと受け止めたほうがいいのではないかと思います。まず、最初にありま

した薬剤等の備蓄に関してですが、ご指摘のとおり、使用期限の関係もありますので市のほ

うで備蓄するのは非常に困難であると以前から認識しております。ご存知かと思いますが、

薬剤師会さんとは緊急時における薬剤供給の協定は結ばせていただいているところであり

まして、この協定の実効性をさらに高めるように今後協議、訓練等も必要に応じて努めてい

きたいと思っております。また地域防災計画の中でも緊急時の応急救護体制については医師

会さん、薬剤師会さん、歯科医師会さんと規定させていただいているところであります。ま

た現在市内２５校の小中学校を避難所に指定しておりますが、平成１９年度の協定しました

中で、そのうちの１２箇所に応急救護所というかたちで医師２名ずつ派遣していただいて、

特に軽傷者の初期対応をするという体制が構築されております。このあたりの初動の対応を

出来るだけシステムを活かして、先ほどの懸念でありました湘南鎌倉病院に患者が集中しな

いように出来るだけしたいと思っております。そして市民の方々にも小中学校の避難所開設
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訓練の際に応急救護所という存在を理解していただき、また理解している方々を含めて今後

も周知して出来るだけ混乱をさけるような形を進めていきたいと思いますので医師会様に

おかれましてもご協力いただければと考えております。 

会長 よろしいでしょうか。今後、訓練も含めてより実践的な内容に調整にしていけたらと思って

おります。よろしくお願いいたします。他にはいかがでしょうか。 

それでは、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。 

次に、報告事項１「津波災害警戒区域の指定に関する神奈川県の動向」について事務局から、

内容の説明をお願います 

事務局 窪田 

 

では資料２をご覧ください。まず概要についてご説明します。 

津波防災地域づくり法に基づく津波災害警戒区域の指定については、これまで神奈川県に目

立った動きはありませんでしたが、平成 30 年 1 月に開催された防災担当者意見交換会にお

いて、次のとおり方針が示されました。 

まず、「①平成 30 年度以降、神奈川県としては、津波防災地域づくり法に基づく津波災害

警戒区域の指定に向けて手続きを進めることになったこと。②県としては、静岡県の例の様

に、調整の取れた沿岸市町から指定を進めていくこととしたい。③今年度中（平成 30 年 3

月まで）に区域指定の方針を決定し、新年度（平成 30 年 4 月以降）の市町意向調査を経て、

6 月から基準水位メッシュの公表図面の作成を開始し、10 月に完成を見込んでいる。」との

ことでした。 

同法に基づく津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定では、区域内での土地利用や開発

行為に制限はかかりませんが、津波災害特別警戒区域（オレンジ、レッドゾーン）に指定さ

れた場合には、区域内の学校や病院、社会福祉施設などについては、基準に適合することが

求められることとなります。 

県の報告に対し、意見交換会に出席した各市町からは次のような反応がありました。２の各

市町の反応をご覧ください。 

まず、「①昨年までにも定期的に開催されている意見交換会において、同法に基づく警戒区

域指定に向けた具体的な動きは報告されていなかったこと。②平成 30 年度に区域指定を開

始する理由は何かということ。③スケジュールはあくまで案とのことだが、平成 30 年度内

には津波災害警戒区域の指定を予定しており、市としては、対応方針を早急に決定しなけれ

ばならないこと。④区域指定を進めると、これまでの津波防災施策の見直しも考えなければ

ならず、また、住民生活や財産への影響も大きく、周知説明が重要となってくること。 

⑤区域指定する市町としない市町があるのは望ましくないこと。」などの意見が出されまし

た。 

３の今後の対応をご覧ください。以上説明のとおり、神奈川県としては、一部市町でも区域

の指定に向けて動けるところから進めて行きたいとの考えですが、意見交換会でも各市町か

ら進め方に対して意見が出されており、スケジュール案のとおり進むかどうかは現状では不

透明な状況です。 

本市では、引き続き近隣市町との情報共有を図りつつ他県の事例等も収集し、県の動向を注

視していくこととし、今後も動きがあれば、迅速に情報提供していくこととします。 

なお、今回の情報については、神奈川県から示された案に基づくもので、今後スケジュール

や方針の見直しが行われる可能性があることから、今回は防災会議各委員への情報提供にと

どめ、引き続き県との調整を図り、動向を注視し、なんらかの進展があった場合には、当会

議にて報告いたします。従いまして、今回お配りした資料の取扱い及び本報告の内容につい

ては十分ご注意くださいます様、宜しくお願いいたします。 
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以上で説明をおわります。 

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。この件

につきましても、今後の展開によって、住民はもちろん、各機関の活動にも影響が出るもの

と考えられます。各委員からご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 

長﨑次長 

先ほど担当から説明がありましたとおり、県からのたたき台という意図で示されたものです

ので、今回配布させていただきました資料の取扱につきましてはご配慮いただければと思い

ます。 

また、今後何か動きがあった場合には出来るだけ速やかに防災会議にも報告するようにしま

すし、もしその時間が無かった場合でも各委員の方々には速やかにご連絡いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

神奈川県政総合 

センター 

神奈川県政総合センターです。この議題内容を事前にいただいたので防災安全局のほうに確

認をさせていただいております。なお、話がありましたとおり、警戒区域につきましてはあ

くまでこれから区域指定をしますと、市町村にとってはその後の避難対策の推進計画にかな

り影響があると思われますので、今回は話のとおりたたき台としてださせていただいたもの

ですが、今後は市町村と丁寧な意見交換をしながらその意見を踏まえて前へ進めていく所存

です。とりあえずスケジュールは事前に示されていますが、基本的には先ほどのように丁寧

に進めていくということで話がありました。以上報告させていただきます。 

会長 ありがとうございました。他に特にないようでしたらこの報告を終ります。 

では報告事項２に移ります。「避難所対応要員の見直しについて」事務局から報告願います 

事務局 窪田 本市では、勤務時間外に地震災害が発生した場合に備え、「鎌倉市職員の初動時非常配備要

綱」を定め、避難所となる市立小中学校２５校にあらかじめ任命された近隣在住の職員が自

動参集し、避難所の開設と運営にあたるものとしております。一方、台風等の風水害では、

勤務時間内に避難所の開設を判断し、避難所班となる部局の職員を各避難所に 2 名ずつ配置

しておりました。しかしながら、近年、避難所の開設が１日で終了しない場合もあり、担当

部局の通常業務に支障が生じる場合もでてきています。 

こうしたことから、今後は、避難所運営の方法として、風水害等により避難所を開設する際

にも、非常時参集避難所班の職員を配置し、特定の部局への負担を軽減し、通常業務に支障

を生じない様に避難所を運営していくものとします。 

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。 

他に無いようでしたら、只今の報告は終わりにします。次に、報告事項３「災害協定の見直

しについて」事務局から報告願います。 

事務局 竹ノ谷 鎌倉ドローン協会との災害時における協力に関する協定の締結について、説明いたします。

当日配布資料２をご参照ください。 

地震、風水害、土砂災害等の自然災害の発生初動時における情報収集において、がけ崩れ現

場など二次災害の恐れのある場所や、広範囲にわたる冠水など、人が接近することが困難な

状況下では、災害現場全体の状況把握に時間を要する場合が想定されます。 

こうした場合の情報収集手段の一つとして、近年、急速に活用の範囲が拡大している無人航

空機ドローンによる上空からの情報収集を可能とするため、その機器の取り扱いに熟知して

いる『鎌倉ドローン協会』と災害時における協力協定を締結しました。 

協定の主な内容といたしましては、 

（１）空撮画像の提供等による被災状況の調査に関すること。 

（２）救助活動に必要な情報の収集及び提供に関すること。 

（３）その他災害応急対策に必要な情報の収集及び提供に関すること。 
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となっております。 

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、次に、報告事項４「平成 29 年度における主な災害対応」について

事務局から報告願います。 

事務局 

長﨑 

平成 29 年度における主な災害対応について、説明いたします。 

当日配布資料（３）をご参照ください。 

まず、平成 29 年度における災害対応の全般的な概要ですが、台風により災害対策本部を設

置した事案が１件、台風等風水害または降雪により災害警戒本部を設置した事案が４件ござ

いました。 

このうち、平成 29 年 10 月に接近した台風第 21 号と、平成 30 年 1 月の降雪について、対応

状況等を報告いたします。 

まず、台風第 21 号ですが、10 月 16 日にカロリン諸島で発生し、夕方 20 日の時点で強風域

が半径 800Km 以上の「超大型」台風となり、さらに、21 日午前 7 時時点で、中心付近の最

大風速が 44 m/s 以上の「非常に強い勢力」の台風に成長、近畿地方や東海地方を暴風域に

巻き込みながら速度を上げて東海沖を進み、23 日午前 3 時ごろ、静岡県御前崎市付近に上

陸しました。上陸時の中心気圧は 950hPa、最大風速は 40m/s であったと記録されています。 

この台風により、全国で死者８名、重軽傷者合わせて 215 名の人的被害とともに、多くの住

家被害が発生しました。 

鎌倉市におきましても、台風の接近が見込まれる 10月 22日午前から災害対策本部を設置し、

市内の小学校 16 校に自主避難所を開設しました。 

その後、風雨が強まり、土砂災害の危険が高まったことを受け、15 時 50 分に市内の土砂災

害警戒区域約 17,800 世帯に対し、避難準備情報を発令しました。 

横浜気象台からは、大雨警報、洪水警報、暴風警報、高潮警報が順次発表され、最も接近が

予想される 10 月 23 日未明にかけて厳重な警戒体制を敷き、対応に当たりました。 

各避難所には、ピーク時で計 39 名の自主避難者が利用され、23 日午前 10 時の最終避難者

が帰宅されるまで避難所開設を継続しました。 

雨量については、最大時間雨量は 20 ㎜、累計雨量は 162 ㎜で、降雨による大きな被害は発

生しませんでしたが、満潮時と台風の接近が重なったため、高潮による被害が発生しました。 

資料の被害等の状況に記載のうち、浸水４件（坂ノ下）が高潮による被害となります。 

この台風による高潮被害は、鎌倉市だけでなく、広く神奈川県の沿岸部に影響を及ぼしてお

り、改めて沿岸部における高潮対策が課題となった災害でありました。 

 

次に、本年 1 月の大雪ですが、降雪に関しては、数日前から気象台や報道機関から各種情報

が提供されることから、ある程度事前の対応が可能ではありますが、４年前の平成 26 年 2

月の大雪では、鉄道の運休による帰宅困難者の発生など不測の事態が発生したことなどを教

訓に、今回も災害警戒本部を設置し、警戒に当たりました。 

今回は約 15cm の積雪となりましたが、22 日は交通機関の運休等も発生せず、また、翌日の

１月 23 日は気温が上昇したことにより、道路上の雪も早い段階で融けたため、大きな混乱

もなく、収束しました。 

 

以上、平成 29 年度の主な災害対応について報告いたしましたが、今後も台風など一定の予

測が可能な災害に対しては、できる限り事前の対策を講じることにより、被害の事前防止、

市民生活の混乱防止を図ってまいりたいと考えております 
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以上で説明を終わります。 

会長 この件につきまして何かご質問、ご意見はございますか。 

他に無いようでしたら、次に、その他事項について事務局から報告願います。 

事務局 

阪中 

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すが、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 A4 の１枚の当日配布資料４をご参照ください。 

表６－２ですが、平成 30 年１月 17 日、気象庁横浜地方気象台が最新の降雨データに加え、

大雨警報、注意報の発表基準の見直しを行ったため、修正を行うものです。 

今まで、大雨警報、注意報の発表基準として、浸水害に関しては、雨量の基準値を利用して

いましたが、雨量そのものを用いるのではなく、降った雨が浸み込まず、地表面に溜まって

いる量を指数化したもの（表面雨量指数）で判断するように変更されました。 

また、洪水警報、注意報では、雨量の基準値を用いることをやめ、河川の上流に降った雨に

より、下流でどれだけ洪水の危険度が高まるかを指数化したもの（流域雨量指数）で判断す

るように変更されました。 

また、土壌雨量指数の数値についても最新の降雨データに基づき見直しております。 

なお、同じ内容は地域防災計画資料編にも掲載しております。 

以上で説明を終ります。 

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。 

特に無いようでしたら、市のほうで用意いたしました議事は、以上となります。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。 

鎌倉警察 鎌倉警察の警備課長杉江と申します。３月９日鎌倉警察に赴任しまして、まだわからないこ

とがあるのですですが。その部分で一点お願いいたします。緊急時の対応として、避難誘導

についてどのようにすべきかを考えているのですが、仮に鎌倉に臨時情報が発令された場

合、時期によって鎌倉は人の流れが変動するので、時期の違い、状況の違いにより対応につ

いていろいろ分けて考えなければならないと思います。当然警察として避難誘導については

常日ごろ念頭においているのですが、先ほど申し上げました季節、時間帯によるすみわけな

どがあるようでしたらお聞きしたいと思います。 

事務局 

長﨑次長 

今ご指摘ありましたとおり鎌倉という地域の特殊性は実際あります。例えば正月の３が日の

初詣、夏の海水浴の時期、花火大会といったイベントによって沿岸部や旧鎌倉地区を中心に

昼間の人口、夜間の人口により災害時の避難誘導の対象、救護の対象の変動はあります。こ

の件については鎌倉市の地域防災計画全般においても課題として捉えているところで、全て

の対策をピークにあわせて対応するというのは難しいところではありますが、極力そういっ

た状況を念頭におきながら対応するべく対策に力を注いでいるところです。今の話にもあり

ましたように例えば南海トラフ地震に関する情報が発表された場合の対応についても、先ほ

どの東京ガスさんのように東海地震の対策に準用してあたるというお話がありました。市と

しましてもそれに近い状況であると理解していただければと思います。そう考えますと、東

海地震対策についてはある程度緊急性が高まってきた状況において、市長の肉声により情報

を呼びかけるという対策もしておりまして、状況によって、南海トラフ地震の緊急時の内容

の度合いによって１つ１つ判断を加えた上で、市民、観光客への呼びかけをしなくてはいけ

ないのだろうなと思っております。具体的に例えば警察と連携して避難誘導といったものを

実施する体制ということになりますと、まだ南海トラフ地震に関しては検討段階であるとい

うしかないのかなと考えております。以上です。 
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会長 ありがとうございます。この件につきましては大きな課題であるので、今後も情報、意見を

共有して連携させていただければと思います。 

他にはございませんでしょうか。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。 

 


