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平成３０年度 第１回鎌倉市防災会議 

 

   日時：平成 31 年１月 22日（火） 

14時 00 分～15 時 00 分 

場所：鎌倉市役所災害対策本部室 

出席委員＝会長：松尾崇（鎌倉市長）、副会長：小礒一彦（鎌倉市副市長）、副会長：千田勝一

郎（鎌倉市副市長）、和田聡明（湘南海上保安署長）、鈴木宣男（神奈川県横須賀三

浦地域県政総合センター所長）、丸山浩（神奈川県鎌倉保健福祉事務所長）、廣瀬工

務部長（神奈川県藤沢土木事務所長代理）、比留間彰（鎌倉市共創計画部長）、桝渕

規彰（鎌倉市歴史まちづくり推進担当担当部長）、齋藤和徳（鎌倉市行政経営部長）

松永健一（鎌倉市総務部長）、奈須菊夫（鎌倉市市民生活部長）、進藤勝（鎌倉市こ

どもみらい部長）、内海正彦（鎌倉市健康福祉部長）、前田信義（鎌倉市まちづくり

計画部長）、吉田浩（鎌倉市都市景観部長代理）、樋田浩一（鎌倉市都市整備部長）、

安良岡靖史（鎌倉市教育委員会教育長）、斎藤務（鎌倉市消防長）、小宮幸二（鎌倉

市消防団長）、朝比奈秀輝（東日本電信電話㈱神奈川西支店長代理）、村富利雄（東

京電力パワーグリッド㈱藤沢支社長代理）、真野祐司（東日本旅客鉄道㈱鎌倉駅長）、

野口恭夫（東京ガス㈱神奈川支社神奈川西支店長）、川野達雄（㈱江ノ電バス横浜鎌

倉営業所長）、早坂均（湘南モノレール㈱総務課長）、西村亮平（鎌倉市自主防災組

織連合会副会長）、田邉巌（鎌倉市医師会理事）、木川康彦（陸上自衛隊第 31 普通科

連隊第４中隊長）、錦昭江（鎌倉女学院中学校・高等学校校長） 

専門委員＝山本忠雄（㈱総合防災ソリューション代表取締役社長） 

事務局書記＝柿﨑防災安全部長、長﨑防災安全部次長、井手危機管理課長、竹ノ谷総合防災課課長

補佐、鈴木総合防災課がけ地対策担当係長、福岡総合防災課防災担当係長、危機管理課

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、報告させていただきます。 

本日の出席委員は 31 名で、現在の定数 38 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。 

さて、平成 30年は、台風被害のほか、６月の大阪府北部地震、平成 30年７月豪雨、９

月に北海道胆振東部地震と、全国各地で大きな災害に見舞われた年でした。 

また、台風も例年以上の発生数を記録し、本市におきましても９月末の台風 24号接近

の際には、災害対策本部を設置し、警戒に当たりました。 

こうした災害の経験により得られた課題と教訓を踏まえた対策を着実に進めるととも
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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ことが何よりも重要であると考えています。 

今後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。 

事務局  

長﨑 

ありがとうございました。 

次に、ご出席の委員の皆さまをご紹介するところですが、時間の関係上、正副会長の紹

介に留め、各委員につきましては、配布の名簿でご確認をお願いしたいと思います。 

改めまして、鎌倉市防災会議会長の松尾市長です。 

副会長の小礒副市長です。 

同じく副会長の千田副市長です。 

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、会長である鎌倉市長が務めさせていただきます。 

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。 

それでは市長、宜しくお願いいたします。 

会長 それでは、防災会議を開催いたします。まず事務局から会議の傍聴について報告してく

ださい。 

事務局 

長﨑 

本日の会議は傍聴の希望はいらっしゃいません。 

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、机上配布させていただきました、 

会議次第、委員名簿、資料１「鎌倉市地域防災計画の修正について（新旧対照表）」、

資料２「鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）」「鎌倉市地域防災計画（風水害等災

害対策編）」の抜粋、資料３「土砂災害（特別）警戒区域の指定と基礎調査状況につい

て」、資料４「浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設への避難確保計

画等について」、資料５「津波災害警戒区域の指定に向けた神奈川県の動向について」、

資料６「平成 30年度における主な災害対応」でございます。 

なお、東京電力様から、台風 24 号の影響に関する資料をいただいております。 

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「鎌倉市地域防災計画の修正について」、事務局から、

内容の説明を願います。 

事務局 

福岡 

総合防災課防災担当係長の福岡と申します。よろしくお願いいたします。失礼して、着

席して説明させていただきます。 

それでは、議題、「鎌倉市地域防災計画の修正」について説明いたします。資料１「鎌

倉市地域防災計画の修正について（新旧対照表）」及び資料２「鎌倉市地域防災計画（地

震災害対策編）」「鎌倉市地域防災計画（風水害等災害対策編）」の抜粋をご覧くださ

い。 

説明は、新旧対照表に沿って行います。 

まず、地震災害対策編について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１章 地震・津波災害対策の計画的な推進、第１節 計画

の目的、位置づけ、第３ 計画の構成及び内容 に、神奈川県地域防災計画に伴い、次

の内容を新設します。 
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「本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地

域、首都直下地震地方緊急対策実施計画の緊急対策区域に指定されています。 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14年法律第 92号）

第５条の規定に基づく「南海トラフ地震防災対策推進計画」、及び首都直下地震対策特

別措置法（平成 25 年法律第 88 号）第 21 条の規定に基づく「首都直下地震地方緊急対

策実施計画」については、その定められるべき基本項目がこの地震災害対策編に含まれ

るため、地震災害対策編はこれら２つの計画を兼ねるものとします。」 

第４節 計画の推進主体とその役割、第３ 市民及び企業等の責務、１ 市民 (1) 

に、神奈川県地域防災計画に伴う修正及び文言整理を行います。 

「「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の

食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄や家具・ブロック塀等の転倒

防止対策の実施等の予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり

等、自らが防災対策を行います。」 

２ページに移ります。第３章 災害時応急活動事前対策の充実、第５節 避難対策 に、

神奈川県地域防災計画に伴い、次の内容を新設します。 

「災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所の指定を進めます。」 

２ページから３ページにかけまして、第８節 食糧、飲料水及び生活必需品の供給対策、

第４ 市民・企業等の備蓄 、その下の、第４章 市民・企業への啓発、自主防災活動

及び防災訓練、第１節 市民・企業等の役割、第２ 市民等への周知、次の、第２節 防

災知識の普及と意識の向上、第１ 市民等に対する防災知識の普及、４ 市民の心得 

に、神奈川県地域防災計画に伴い、最低３日分、推奨１週間分への修正及び文言整理を

行います。 

３ページから４ページにかけまして、第 24 章 津波災害予防計画、第１節 津波に強

いまちづくり、第５ 避難対策、２ 避難体制の整備 に、「避難勧告等の判断・伝達

マニュアル作成ガイドライン」（平成 17 年３月 内閣府公表）を、「避難勧告等に関

するガイドライン」（平成 29年１月 内閣府公表）へ、「鎌倉ケーブルテレビ」を「ジ

ェイコム湘南」へ、時点修正を行います。 

次に、５ページから、風水害等災害対策編について説明いたします。 

第１章 風水害等災害対策の計画的な推進、第４節 計画の推進主体とその役割、第３ 

市民及び企業等の責務、１ 市民、(1) に、神奈川県地域防災計画に伴い、最低３日

分、推奨１週間分への修正及び文言整理を行います。 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実、第５節 避難対策、第１ 避難勧告等の発令

基準の作成 に、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 17

年３月 内閣府公表）を、「避難勧告等に関するガイドライン」（平成 29 年１月 内

閣府公表）へ、時点修正を行います。 

６ページから７ページにかけまして、第７節 要配慮者対策、第６ 医療機関における

対策 に、水防法等の一部を改正する法律の施行及び土砂災害防止法の改正に伴い、次

の内容を新設します。 

「医療機関の管理者は、災害発生の予防や、災害が発生した場合における迅速かつ的確

な対応を行うため、あらかじめ防災組織を整え、職員の任務分担・動員計画・緊急連絡

体制等を明確にしておきます。特に、夜間における通報連絡や入院患者の避難誘導体制

は、職員が手薄であることや、照明の確保が困難であることなど悪条件が重なることか

ら、これらの点を十分配慮した組織体制を確保します。 

また、医療機関の管理者は、市との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住
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民及び自主防災組織との日常の連携が密になるよう努め、施設利用者の実態等に応じた

協力が得られるよう体制づくりを行います。」 

６ページ、第７ 学校における対策 に、水防法等の一部を改正する法律の施行及び土

砂災害防止法の改正に伴い、次の内容を新設します。 

「学校の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における児童

・生徒の安全確保のため、各学校で作成している学校防災計画等を必要に応じて見直し、

実効性のある防災計画を定めます。」 

６ページから７ページにかけまして、第９節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策、

第４ 市民・企業等の備蓄、その下の、第４章 市民・企業への啓発、自主防災活動及

び防災訓練、第１節 市民・企業等の役割、第２ 市民等への周知、次の、第２節 防

災知識の普及と意識の向上、第１ 市民等に対する防災知識の普及、４ 市民の心得、

(1)に、神奈川県地域防災計画に伴い、最低３日分、推奨１週間分への修正及び文言整

理を行います。 

以上で説明をおわります。 

会長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

本市の地域防災計画（地震災害対策編）は、東日本大震災発生後に全面改定を行ってお

り、風水害等災害対策編につきましても、平成 27 年に全面改定を行っております。 

今回の修正は、ただいま事務局から説明がありましたとおり、神奈川県地域防災計画の

修正に伴うものと、各項目の時点修正が主なものとなっております。 

ご意見等がないようでしたら、議題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。 

【了承】 

次に、報告事項１「土砂災害（特別）警戒区域の指定と基礎調査状況」について事務局

から、内容の説明を願います。 

事務局 

鈴木 

総合防災課がけ地担当係長の鈴木と申します。失礼して、着席して説明させていただき

ます。 

「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」とは、土砂災害防止法第７条に「急傾斜地の

崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認め

られる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に

整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するもの」と規定されています。 

また「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」とは、土砂災害防止法第９条に「土砂

災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等

の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の

開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令

で定める基準に該当するもの」と規定されています。 

なお、土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法施行令第２条において「地滑り」、「土石

流」、「急傾斜地の崩壊」の３種類に分類されています。 

鎌倉市内においては「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」について「地滑り：指定

区域無し」、「土石流：65区域」、「急傾斜地の崩壊：414区域」が指定されています。 

また「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」については、「地滑り：指定区域無し」、

「土石流：20区域」が指定されています。 

なお、「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」の「急傾斜地の崩壊」については、

鎌倉市域の 414 区域において、現在、神奈川県が調査中です。 

会長 土砂災害防止法の規定によりまして、土砂災害警戒区域の指定は、都道府県知事が行う
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こととされておりますが、本日、神奈川県藤沢土木事務所から廣瀬工務部長にご出席い

ただいております。ただ今の事務局からの説明に関連しまして、具体的な進捗状況等に

ついて、補足などがありましたら、お話しいただけますでしょうか。 

廣瀬工務部長（神

奈川県藤沢土木

事務所長代理） 

神奈川県内の状況についてご報告いたします。 

当日配布資料 3 をご参照ください。 

まずは、概要です。 

神奈川県では、「がけ崩れ」等が発生した場合、県民等の生命又は身体に危害が生じる

恐れがある範囲について、「土砂災害防止法」に基づき「土砂災害警戒区域」として、

指定するための基礎調査を、平成 16年度から実施し、平成 28年度までに指定が完了し

ております。 

また、平成 28 年度からは「がけ崩れ」等により建築物に損壊が生じ、生命又は身体に

著しい危害が生じる範囲として、「土砂災害特別警戒区域」を指定するための基礎調査

を、本格的に着手しております。 

次に、県内における「土砂災害特別警戒区域の指定に関する基礎調査」の進捗状況につ

いてご報告いたします。 

基礎調査の進捗状況は、調査対象となる 31 市町村の土砂災害警戒区域のうち、平成 30

年 12月末時点で、１7 市町村の基礎調査に着手しております。 

基礎調査が終了し、土砂災害特別警戒区域として公表したものは横浜市など 604区域で、

その内、区域指定が完了したものは 467 区域となります。 

引き続き、「鎌倉市の状況について」ご報告いたします。 

鎌倉市の「がけ崩れ」に関する土砂災害警戒区域は、414区域あり、平成 23年度までに

区域指定を完了しております。 

土砂災害特別警戒区域に関しましては、平成 28 年度から今年度にかけて、市内全域の

基礎調査に着手しております。基礎調査結果は調査が完了した箇所から速やかに公表し

ていき、指定に関する説明会を平成 30 年度から平成 31年度にかけて開催し、鎌倉市の

意見照会を経て指定を行います。 

これら区域の周知、規制内容等の調整を神奈川県と鎌倉市で共通認識を持ち実施して行

くことが重要であることから、平成 27 年度より、県の砂防海岸課、藤沢土木事務所河

川砂防第二課、鎌倉市とで、「土砂災害警戒区域等の指定に関する推進会議」と「担当

部会」を設け、土砂災害特別警戒区域の指定に向け、各種調整を進めており、今後は調

査結果を２月以降に市内の一部地域から順次公表し、市域全体の円滑な区域指定を目指

していきます。 

次に、「土砂災害特別警戒区域内の主な規制内容」等について簡潔にご説明いたします。 

パンフレットを２枚めくっていただき、右上４ページの右下の赤枠のイラストをご覧く

ださい。 

主な規制内容の一つ目として、「特定の開発行為」に対して許可制となります。 

二つ目として、「建築物」に構造規制が生じます。 

三つ目として、「建築物」の移転等の勧告をすることができます。 

以上が主な規制内容になります。 

これで報告、説明を終わります。 

会長 ご説明いただきありがとうございました 

ご案内のとおり、お住まいの方以外にも関係機関の方にも影響が出てくると思われます

が、ご意見ご質問などございましたらお願いいたします。 

吉田次長（鎌倉市 開発行為以外にも個々の建物についても建築基準法や市の条例に基づいて強固な建物
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都市景観部長代

理） 

が必要になることで、整備費用や土地の価格などにも影響してくると思います。 

２月に結果を公表する予定であるという話ですが、結果公表の時、調査をしている土地

の所有者の方に対する「周知、説明会、通知」などは、どのように考えていらっしゃい

ますか。 

廣瀬工務部長（神

奈川県藤沢土木

事務所長代理） 

公表については基本的にはホームページ等で公表していきますが、別途地権者には通知

を差し上げます。 

地域によって説明会等のやり方はいろいろありますが、「日を決めてどこか広いところ

に集まってもらって説明をする方法」や「何日か日をセットさせていただいて、その間

に自由に来ていただいて個別に説明させていただく方法」等、いろいろございまして、

それについては今、市を含めてどういう方法でやるのが良いのかということを相談させ

ていただいているところです。 

また、その説明会などが終わりました段階で、市に意見照会をさせていただくという形

になりまして、その同意のご回答をいただいて、地区の指定に至るという段取りになっ

ております。 

会長 他に質問はございますか。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。「浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設

への避難確保計画等について」事務局から報告願います。 

事務局 鈴木 

 

総合防災課がけ地担当係長の鈴木と申します。失礼して、着席して説明させていただき

ます。 

報告事項２、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設への避難確保計画

等について、説明いたします。 

資料としまして、 

資料４-２：「水防法等の一部を改正する法律の施行について」 

資料４-２：「鎌倉市地域防災計画 資料編（抜粋）」 

を用意しました。 

「資料４-１：水防法等の一部を改正する法律の施行について」の通知内容のうち、水

防法関連のものについて、次のように記載されています。 

改正前については、 

「当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成及び避難確保

計画に基づく洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練に係る努力義務が課

されていた。」 

ということが記載されています。 

また、改正後については、 

「要配慮者利用施設の利用者の避難の確保を確実なものとするため、避難確保計画及び

これに基づく避難訓練の実施を努力義務から義務に改めることとするものである。」と

いうことが記載されています。 

なお、「対象となる要配慮者利用施設」の定義も記載されており、 

「避難確保計画を作成する義務が課される要配慮者利用施設とは、浸水想定区域内に位

置する社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用

する施設であって、その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があ

ると認められるものとして、市町村防災会議又は市町村長が市町村地域防災計画にその

名称及び所在地を定めた施設である（水防法第 15 条第１項第４号ロ）。」ということ

が記載されています。 
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「資料４-１：水防法等の一部を改正する法律の施行について」の通知内容のうち、土

砂災害防止法関連のものについて、次のように記載されています。 

「土砂災害防止法の改正の趣旨」としては、 

「改正法により、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に存する要配慮者利用施

設であって市町村地域防災計画に名称及び所在地が定められたものについても、水防法

と同様、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けることとしている。洪水等

の水害と土砂災害は、その主たる原因が降雨であること、一降雨の期間中に水害と土砂

災害がほぼ同時に発生する場合があること、洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域は近

接・重複することが多いことなどから、密接な関連を有する災害であるといえるため、

今回一括して同様の措置を講ずることとしたものである。」と記載しています。 

また「対象となる要配慮者利用施設」については、 

「避難確保計画を作成する義務が課される要配慮者利用施設は、土砂災害警戒区域内に

位置する社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけるその利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるものとして、市町村長等

が市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めた施設である（土砂災害防止法第８

条第１項第４号）。」と定義しています。 

続きまして、「鎌倉市の現状」を説明させていただきます。 

水防法に基づく「要配慮者利用施設」を「地域防災計画」に定めていない状態となって

います。 

また、土砂災害防止法に基づく「要配慮者利用施設」については「地域防災計画」に定

めており、資料４-２のとおり、鎌倉市地域防災計画資料編の 287 ページに「幼稚園、

小、中、高等学校」、同じく 288ページから 290 ページに「保育園、医院、福祉施設等」

が記載されている状況です。 

しかしながら、まだ要配慮者利用施設の避難確保計画の策定には至っていない状態とな

っています。 

最後に「今後の対応」を説明させていただきます。 

水防法に基づく要配慮者利用施設については、現在、「地域防災計画」に定めていない

状態となっています。 

平成 30 年１月 26日に水防法の見直しに伴い、神奈川県から柏尾川に関する新たな洪水

浸水想定区域図として「境川水系 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）」が発表され、

鎌倉市では、「鎌倉市洪水・内水ハザードマップ」と共に、この新たな洪水浸水想定区

域図も用いて、市民に周知啓発を行っているところです。 

要配慮者利用施設を地域防災計画に定める際にも、「鎌倉市洪水・内水ハザードマップ」

及び「境川水系 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）」のどちらか一方にでも該当し

ているところは対象施設として取り扱っていくものとします。 

具体的には、「地域防災計画 資料編」に「水防法に基づく要配慮者利用施設」の一覧

表を掲載することとし、その後、対象となる要配慮者利用施設の管理者に避難計画策定

を依頼していくものとします。 

次に土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設につきましては、現在、「地域防災計画」

に定めているが、対象となる要配慮者利用施設の管理者に避難計画策定を依頼するには

至っていない状況となっています。 

今後は、「水防法に基づく要配慮者利用施設」の避難確保計画の策定依頼と併せて「土

砂災害防止法に基づく要配慮者施設」の避難計画策定を依頼していく予定です。 
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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。 

神奈川県鎌倉保

健福祉事務所 

実効性の担保について、質問します。医師会等との調整が必要と思いますが、現状はい

かがでしょうか。 

事務局 

長﨑 

健康福祉部や教育委員会等関係部局と検討会を開催しておりまして、その検討が終りま

したら協力依頼をさせていただいて、進めていく予定です。 

神奈川県鎌倉保

健福祉事務所 

分かりました。お待ちしております。 

会長 ありがとうございました。 

他に無いようでしたら、次に、報告事項３「津波災害警戒区域の指定に向けた神奈川県

の動向について」事務局から報告願います。 

事務局 竹ノ谷 総合防災課 課長補佐の竹ノ谷と申します。着席して説明させていただきます。 

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、昨年度の防災会議でも報告

させていただきましたが、引き続き、津波災害警戒区域の指定について、説明いたしま

す。資料５をご参照ください。 

既にご承知のこととは存じますが、津波災害警戒区域の指定に向けた、経緯について概

略から説明いたします。 

東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震津波が発生し、青森、

岩手、宮城、福島、茨城、千葉の６県で被害が発生、地域全体が壊滅的な被害を受けた

エリアも存在するなど、甚大な被害をもたらしました。このような想定を超える大規模

な災害から「なんとしても人命を守る」という考え方をもって「津波防災地域づくりに

関する法律」が施行され、この基本指針をもとに、現在、神奈川県が津波浸水想定図を

公表しています。 

県は、次の段階として津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき区域を津

波災害警戒区域に指定することとなります。 

このような経緯から、県と沿岸市町で区域指定に向けた協議を進めているところです。 

区域指定による効果としては、基準水位を設定することで、例えば、津波浸水想定で５

ｍ～10ｍである場合、基準水位が 6.5ｍと津波から避難する上での有効な高さが想定で

き、避難施設などの効率的な整備の目安になります。また、この区域内の要配慮者施設

等は、先に報告しました土砂災害警戒区域の考え方と同様に、避難確保計画の作成や訓

練の実施が義務化されることで要配慮者施設等の避難対策が促進されることとなりま

す。 

この区域指定については、県と沿岸市町により協議が行われているところですが、鎌倉

市としては、津波災害は、市町ごとに指定を進めることではなく、可能であれば沿岸部

一斉に、少なくとも一定のエリア単位で指定することが望ましいと判断し、近隣市町と

情報共有を図りながら、引き続き、区域指定に向けた動向を注視してまいります。 

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。 

東日本旅客鉄道

㈱鎌倉駅長 

津波シミュレーションＤＶＤをお借りして、職員研修等をしています。鎌倉駅の避難先

は、妙本寺・源氏山公園・御成中の３つを定めています。御成中学校の休校中や夜間に

災害が起きることが大いに考えられますが、門は開いているのでしょうか。 

事務局 

長﨑 

ご指摘の通り、一時滞在施設として指定をしています。複数の避難先を確認しているこ

とは大変良いことです。このうち、御成中学校は門が閉まっていれば入れません。災害
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が起きた時間等でご判断いただくこととなります。しかし、津波等の浸水想定をご覧い

ただくと、市役所の敷地のうち、浸水予想があるのは一部で、市役所の先のトンネルま

ではありません。 

東日本旅客鉄道

㈱鎌倉駅長 

分かりました。トンネル先も周知することにします。 

教育長 第１小学校も心配です。避難先の御成中学校まで、徒歩で 30分かかります。このため、

屋上を避難場所としています。基準水位が示されれば、生徒達の避難に役立ちます。生

徒は 800 人いるものですから、屋内階段を登って屋上に避難完了するまでに時間がかか

ります。このため、地域の方が屋上へ避難する場合には、屋外階段を使用するよう検討

をいただきたい。 

ところで、御成中学校は、休校中や夜間は屋内へは入れませんので、校庭への避難にな

ります。 

会長 

 

ありがとうございました。他に無いようでしたら、次に、報告事項４「平成 30 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 30 年度における主な災害対応について、説明いたします。 

資料６をご参照ください。 

まず、平成 30 年度における災害対応の概要ですが、台風により災害対策本部を設置し

た事案が１件、台風等風水害により災害警戒本部を設置した事案が２件ございました。 

これ以外にも、台風の接近や気象警報の発表により、必要に応じて準備体制を敷き、事

態の変化に備えた対応を行ってまいりました。 

まず、７月の台風第 12 号ですが、７月 25 日に発生、東側から日本列島に接近・上陸し、

本州を西進するという珍しい経路で進み、「逆走台風」と呼ばれました。 

29 日午前１時頃に中心気圧 970hPa、最大風速 35m/s の「強い」勢力のまま三重県伊勢

市付近に上陸しました。 

本市では、７月 28日に災害警戒本部を設置、市立小学校 16校に避難所を開設するなど

の対応を行いましたが、幸い、被害は軽微なものでした。 

次に、８月の台風第 13 号ですが、８月３日に発生、４日頃には「強い」勢力へと発達

し、その後は８日に伊豆諸島から関東地方に接近し、関東東部を暴風域に巻き込みなが

ら北上、９日の朝に千葉県銚子市のすぐ東の海上を通過するという経路をたどりまし

た。 

本市では、８月８日に災害警戒本部を設置、市立小学校 16校に避難所を開設するなど、

12号と同様の対応を行いました。 

強風による軽症者が１名発生しました。 

次に、９月の台風第 24 号ですが、21日にマリアナ諸島で発生し、台風は 25 日０時には

猛烈な勢力に発達、30 日 20 時頃に中心気圧 960hPa・最大風速 40ｍ/s の大型で強い勢

力で和歌山県田辺市付近に上陸しました。 

台風の接近により南西諸島や東日本の太平洋側を中心に記録的な暴風となり、全国 55

地点で最大瞬間風速が観測史上最大を記録したとの報告があり、本市におきましても、

10月１日の未明に最大瞬間風速 49.9mを記録いたしました。 

本市では、９月 30日に災害警戒本部を設置、市立小学校 16校に避難所を開設するなど

の対応を図りましたが、台風の予想進路、勢力等を考慮し、同日 17 時に災害対策本部

に移行し、全庁的な体制で警戒に当たりました。 

被害につきましては、強風による影響を中心に、157 件の物的被害、また、停電や鉄道

の運休による市民生活への影響が発生しました。 
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以上、平成 30 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 

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。 

昨年の台風では、鉄道や電気などライフラインも影響を受けましたが、そのあたりで関

係機関の皆さまから何かコメントなどありましたら、是非お願いしたいと思いますが。 

東京電力パワー

グリッド㈱ 

台風 24 号は非常に強い勢力で多くの停電が発生いたしました。１日０時頃、当社では

56 万 5000 件の停電が発生しました。今回は風台風ということで、２日以降も電線の接

触などにより、継続的・断続的に停電が発生いたしました。今回、ニュース等で塩害が

頻繁に報告されましたが、これは電柱や鉄塔をつなぐ『ガイシ』(電線と支持物との間

を絶縁する器具)にほこりや塩分などが付着し、これに水分が付着するとジージーと音

が出たり、光が出たりします。これは雨で洗い流されるので基本的に問題ありません。

変電所についても、あらかじめ水を放射しているので問題ありません。藤沢地域は沿岸

地域ですので、塩害対策については『ガイシ』を多くするなど対策をとっております。 

東日本旅客鉄道

㈱ 

９月 30 日の夜に運行を中止しました。首都圏では、計画運休を実施することになって

います。大雪、台風で計画運休を実施しますので、ご理解をお願いしたいと思います。

９月 30 日は、市に連絡し一時避難場所を準備してもらいました。鎌倉駅にバスが到着

するたびに、電車を使うかと心配しましたが、幸いにもクレームはありませんでした。

市の対応には感謝しています。しかし、問題は次の日で、田浦～逗子間の２系統がダメ

になり、逗子で折り返し運転ができませんでした。小町踏切が降りなかったり、飛来物

の確認のため回送電車を走らせたりと、お待ちいただく時間が必要ですが、ご理解願い

たいと思います。 

東京ガス㈱ 地震がおきると、感震器が 60 カインを超えると自動的に止まるようになっています。

実は、昨年 11月 30日にプレスリリースしておりますが、地震が起きるとホームページ

のトップページが切り替わり、ご住所を入力いただくと分かるようになりました。市の

ホームページにリンクが貼れると良いなと思います。この場合のガス停止は、今までの

対応であるマイコンメーターの復旧作業で回復しません。今までは、電話問合せをいた

だく必要があったものを、ホームページで確認できるようにしました。今後、説明にあ

がる予定でしたが、この場を借りまして申しあげさせていただきました。 

事務局 

長﨑 

色々と情報提供をありがとうございます。各機関のみなさまから頂きました情報を共有

する意味でも、また今後改めて調整いたしまして災害に備えたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

会長 鎌倉市も昨年から気象情報をはじめとした災害情報をひとつのページにまとめたもの

を作成しました。各機関と連携を取り、よりワンストップで情報が得られるように努め

たいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

市で用意いたしました議題及び報告事項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。 

 


