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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１ 計画の目的 

平成23年３月11日、私たちが映像や報道で知らされた東日本大震災、特に津波の猛威はすさまじ

いものでした。押し寄せる黒い大津波は、まちと人を丸ごと飲み込み、がれきの山を残しました。

そして私たちは、自然災害の発生とそれによる被害を防ぎきれないことを知りました。 

私たちの命と暮らしの営みを守るためには、災害の脅威から学び、これからもその脅威と向き合

わねばなりません。私たちには、知恵と力を結集し、たとえ被災したとしても、人命が失われるこ

となく、可能な限り被害を最小にとどめ、歴史文化に彩られ、豊かな緑の自然環境に包まれた鎌倉

市を未来に引き継いでいく責任があります。 

鎌倉市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、市の

地震・津波災害対策について、災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を定め、

防災・減災対策を総合的かつ計画的に実施し、市民の生命、身体及び財産を地震・津波災害から守

ることを目的とするものです。 

第２ 他の計画等との関係 

１ 国、県の計画との関係 

この計画は、国の防災基本計画、県の地域防災計画等の他の防災関係計画との関連、整合に配慮

したものです。 

また、この計画は、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）に基づき、県が定める地

震防災緊急事業五箇年計画の基礎となるものです。 

２ 市の総合計画との関係 

この計画は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第76号）や地震防災対

策特別措置法などの関係法令並びに国及び県の計画等に基づくものですが、この計画に係る施策、

事業等については、第３次鎌倉市総合計画との整合を図り、推進します。 

３ 市の各部局及び防災関係機関の定める計画等との関係 

この計画に基づく防災上の諸活動にあたって必要と認められる事項については、災害対策本部の

各部局、防災関係機関等において別に定めます。 

第３ 計画の構成及び内容 

 「鎌倉市地域防災計画【地震災害対策編】」は、総則、地震災害の予防、地震災害への応急対策、

津波災害の予防、津波災害への応急対策、地震・津波災害からの復旧･復興及び東海地震に関する

事前対策に関する事項について定めています。 

 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
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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。 

 また、「地震災害対策編」は、次の各計画で構成しています。 

 

表 1-1 地震災害対策編の構成 

構 成 内 容 

総 則 
市への影響が懸念される地震とその地震による想定被害、市、

防災関係機関等が震災に対して処理すべき業務の大綱等。 

地震災害予防計画 

地震による被害を未然に防止、軽減するため、市、防災関係

機関等が行う施設整備等の予防対策。地震災害時に応急活動

を円滑に実施するため、市、防災関係機関等が日頃から行う

対策、必要な取り決め、措置等。 

地震災害応急対策計画 
地震災害発生時に、災害対策本部、防災関係機関等が行う災

害応急対策に関する体制、措置等。 

津波災害対策計画 

津波による被害を未然に防止、軽減するため、市、防災関係

機関等が行う施設整備等の予防対策。津波災害時に応急活動

を円滑に実施するため、市、防災関係機関等が日頃から行う

対策、必要な取り決め、措置等。津波災害発生時に、災害対

策本部、防災関係機関等が行う災害応急対策に関する体制、

措置等。 

復旧・復興計画 
被災者の生活支援や自立復興の促進等、市民生活の早期回復

と生活安定を図るための措置、公共施設の復旧事業等。 

東海地震に関する事前対策計画 
東海地震に係わる警戒宣言が発せられた場合における市、防

災関係機関、市民及び事業者がとるべき措置等。 

第２節 市の自然的、社会的条件 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

鎌倉市は、神奈川県の南東部、東京から南西へ約50kmに位置し、北は横浜市に、西は藤沢市に、

東は逗子市に接し、南は相模湾に面しています。市庁舎の位置は、東経139°33’01”北緯35°18’

58”で、面積は、39.53平方キロメートルです。 

２ 沿革 

奈良時代、鎌倉郡の郡衙が置かれており、交通の要衝として重要な拠点であったと考えられてい

ます。12世紀の末には源頼朝が初の武家政権を開き、鶴岡八幡宮を中心とする都市づくりがはじま

りました。源氏滅亡後は北条氏を中心として、活発な中国との交易により、禅宗をはじめとする大

陸文化がもたらされました。さらに切通と呼ばれる交通路が整備され、建長寺や円覚寺、大仏が建

立されるなど京都と並ぶ、政治、経済、文化の中心として栄えました。 

鎌倉幕府滅亡後は、足利政権による関東統治の中心となりましたが、康正元年（1455）に第５代

鎌倉公方の足利成氏（1434？～1497）が古河に移って以降、衰退したといわれています。その後、

戦国時代には小田原北条氏の支配となり、江戸時代には幕府の天領や寺社領となりました。 
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江戸時代中期頃からは伊勢参り・大山参りなどで庶民の動きが活発化し、観光地としての面を見

せるようになります。そして、明治時代になると、文明開化の影響もあって保養の思想が浸透し、

明治22年（1889）の横須賀線の開通と前後して、観光地のほか保養地や別荘地としての性格が強ま

り、皇族や軍人、政財界の有力者などが別荘を構えるようになりました。しかし、大正12年（1923）

の大正関東地震では家屋の倒壊、火災、津波により多くの犠牲者が発生し、国宝円覚寺舎利殿・建

長寺仏殿などの倒壊をはじめとし、寺社が所有する貴重な文化財に大きな被害が発生しました。 

地震後は、東京に近いこともあって住宅地として復興し、一方で、鎌倉市の北西部を占める大船

地域は、昭和５年（1930）の横須賀線の電化などもあって、東海道線大船駅を中心に発展し、昭和

11年（1936）には松竹大船撮影所が開設され、鎌倉とその周辺部には、多くの文学者や映画関係者

が住むようになりました。 

またこの時期、鎌倉山の造成に代表されるような、新たな別荘地・住宅地の開発が進み、東京近

郊のベッドタウンとしての姿を形成し始めた鎌倉町は、昭和14年 (1939)に、腰越町と合併して鎌

倉市となり、昭和23年（1948）には、深沢村と大船町を編入して現在の鎌倉市が成立しました。 

戦後は、国土の復興と経済の高度成長に伴い、丘陵部の急速な宅地化が昭和35年（1960）頃から

始まりました。大規模開発の計画が、鶴岡八幡宮裏山の御谷地区にまで迫ったため、大きな反対運

動が起こり、このことがのちの「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」（昭和41年

法律第１号。以下「古都保存法」という。）の制定要因の一つになったと言われています。 

なお、平成４年（1992）のユネスコ世界文化遺産暫定リスト記載に始まる世界文化遺産登録への

取り組みの動きは、平成24年、「武家の古都・鎌倉」として国からユネスコに推薦書が提出され、

平成25年には登録の可否が決定される予定となっています。 

図 1-2 主な歴史文化資源の分布（出典：鎌倉市緑の基本計画(平成23年9月)） 
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３ 地形条件 

市の地形は、滑川、柏尾川沿いの沖積地、市内の大部分を占める丘陵地、関谷方面に広がる洪積

台地で構成される、起伏に富んだ地形を持っています。また、滑川、柏尾川、砂押川などの中小河

川は、丘陵地・台地と相まって、大小様々な谷戸地形を形づくっています。 

南の相模湾沿いには、東から材木座海岸、由比ヶ浜、七里ヶ浜といった海浜が形成されています

が、材木座海岸、由比ヶ浜は沖積低地に連なっているのに対して、七里ヶ浜においては、行合川付

近のみが沖積低地で、海抜15ｍ以上の高台が背後に広がっています。 

図 1-3 鎌倉市の地形・水系（出典：鎌倉市緑の基本計画(平成23年9月)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 気象条件 

本市は表日本型の気候区に属し、気温の年較差が比較的小さく、晴天日数は年間200日程度で、

年間降水量もそれほど多くなく、比較的温暖で暮らしやすい気候といえます。 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口は、宅地開発により昭和35年頃から昭和50年頃にかけて急激な人口増加をみましたが、

昭和60年頃の約17万６千人をピークに微減傾向にありました。しかし、平成12年頃から再度増加に

転じ、平成22年の国勢調査では、174,314人とピーク時の人口に戻りつつあります。また、早くか

ら宅地化されたため高齢化が進んでおり、平成22年国勢調査では65歳以上の高齢者人口が26.7％と

高く、全国平均の23.0％や県平均の20.2％を超え、県内33市町村中で第７位の高位にあります。 

２ 産業 

本市の産業構造を平成22年国勢調査結果からみると、総就業人口72,820人のうち、商業・観光・

サービス・飲食業等の第３次産業就業者が56,932人で78.2％を占め、サービス産業化が著しく進ん

でいます。一方、農業や漁業などの第１次産業就業率は、0.7％と1％に達していませんが、限られ

た資源を有効活用し、鎌倉ブランドの農水産物を市民へ提供しています。 

また、製造業を中心とする第２次産業人口は12,284人で16.9％となっていますが、近年、世界的

な生産環境の変化が進む中で、大規模工場等の閉鎖がみられます。 
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３ 土地利用 

(1) 概況 

平成22年の都市計画基礎調査速報版の結果によると、住宅系用地、商業系用地、工業系用地、

道路・鉄道用地などの都市的土地利用面積が約2,460.0ha（62.2％）を占め、山林、農地などの

自然的土地利用面積が約1,493.0ha（37.8％）となっており、過去５年間では大きく変化してい

ません。 

表 1-4 鎌倉市の土地利用(出典：平成17年都市計画基礎調査・22年都市計画基礎調査速報版から引用) 

土地利用区分 平成17年(2005年) 平成22年(2010年) 

面積(約ha) 構成比(%) 面積(約ha) 構成比(%) 

農 地 122.5 3.1 122.5 3.1 

山 林 1,274.2 32.2 1,244.3 31.5 

河川、水面、海浜等 117.9 3.0 126.2 3.2 

自然的土地利用地(小計) 1,514.6 38.3 1,493.0 37.8 

住宅系用地 1,242.5 31.4 1,264.0 32.0 

商業系用地 103.4 2.6 99.6 2.5 

工業系用地 109.6 2.8 106.0 2.7 

公共公益施設用地 296.3 7.5 300.8 7.6 

オープンスペース 172.4 4.4 186.0 4.7 

道路・鉄道用地、その他 514.2 13.0 503.6 12.7 

都市的土地利用地(小計) 2,438.4 61.7 2,460.0 62.2 

合 計 3,953.0 100.0 3,953.0 100.0 

図 1-5 土地利用現況(出典：平成22年都市計画基礎調査速報版を基に作成) 
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(2) 法的規制の表現について 

本市は、市域全域（約3,953ha）が都市計画区域であり、うち市街化区域が約2,569ha（約65.0％）

を占めていますが、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域に約989haが指定され、そのうち枢

要な地区については歴史的風土特別保存地区として約573.6haが指定されています。また、横浜

市との市境には近郊緑地保全区域が約294haが指定されており、そのうち特に良好な自然環境を

有する地区約131haが近郊緑地特別保存地区に指定されています。さらに、都市緑地法（昭和48

年法律第72号）に基づき10地区約48.8haが特別緑地保全地区に指定されるなど、緑地に対する保

全策が図られています。 

一方、市街地のある平地部を囲む丘陵部の広い範囲に土砂災害警戒区域が指定されており、一

部に急傾斜地崩壊危険区域が指定されています。特に旧鎌倉地域平地部を囲む斜面には、集中し

て急傾斜地崩壊危険区域（約162ha）と保安林（約171ha）が分布しており、鎌倉地域につながる

道路は、歴史的風土保存区域に指定されている山稜部を抜けて進入することから、がけ崩れ等の

脆弱性が懸念されます。 

 

図 1-6 急傾斜地崩壊危険区域及び保安林指定の位置（出典：鎌倉市緑の基本計画(平成23年9月)） 
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４ 交通 

市には、四つの鉄道及び軌道（ＪＲ横須賀線、ＪＲ東海道線、江ノ島電鉄線、湘南モノレール）

があり、市民の通勤・通学や観光客等に利用されています。 

また、国道134号、県道21号（横浜鎌倉）、県道32号（藤沢鎌倉）、県道204号（金沢鎌倉）、県

道402号（阿久和鎌倉）、県道304号（腰越大船）などの主要道路が隣接地域・市内を結ぶ交通軸と

なっています。 

５ 都市特性とまちづくり 

鎌倉市は、中世の都市に基盤を持つ歴史文化都市、観光都市、海浜レクリエーション都市、緑の

環境に恵まれた郊外住宅都市などの多面的な特性を持つ都市であり、時代を通じて様々な有形・無

形の文化が受け継がれ、“鎌倉”に対する誇りと高い市民意識を持つ人びとが暮らしている都市で

す。 

また、鎌倉、大船の２極構造を持ち、歴史的風土保存区域に囲まれた鎌倉地域と、商工業・交通

が集積する大船・腰越地域、材木座海岸・由比ヶ浜・七里ヶ浜から腰越に連なる海浜レクリエーシ

ョン地域、丘陵部の住宅開発地域といった地域に性格分けされます。 

一方、市街化区域内の鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺地区などでは、まちづく

り計画に基づいて、地域の活性化と快適な環境づくりに向けた取り組みが進められています。 

図 1-7 交通体系・まちづくり（出典：鎌倉市緑の基本計画(平成23年9月)） 
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第３節 計画の前提条件 

第１ 東日本大震災の教訓と鎌倉市の防災上の課題 

１ 減災に向けた取組の推進 

(1) 災害脆弱性の高まりへの対応 

東日本大震災では、これまでの想定を大きく上回る巨大な地震・津波が襲来し、甚大な被害が

生じました。道路や交通・輸送網のみならず、ライフライン、携帯電話やインターネット等の情

報通信網など、ネットワーク系施設が寸断され、その広範な被害は、災害対策初動期の救援・救

護活動の混乱等をはじめ、今なお、被災地域の生活、産業活動に大きな影響を与えています。 

こうした社会や生活を支えるネットワーク系施設への依存度の高まりに加え、少子高齢化の進

行、近隣社会における相互扶助意識の希薄化など、社会環境の面でも地域における災害脆弱性の

拡大と深刻化が懸念されています。 

頼らず、助け合い、支えあう自助、共助意識の浸透を図り、きずなを大切にした地域のつなが

りを築いていくことが大切です。 

(2) 防災まちづくりの推進 

わたしたちが映像や報道で東日本大震災を見聞きしたように、自然の猛威はすさまじいものが

ありました。同時に、自然災害の発生とそれによる被害を防ぐことの難しさも知りました。 

災害の発生と被害を完全に防ぐことが不可能であるなら、たとえ被災したとしても、人命が失

われることなく、被害を最小化する「減災」という考え方から、災害に強いしなやかなまちづく

りを進める必要があります。 

また、大規模な災害においては、防災施設整備などのハード面からの防災対応に限界がありま

す。自らの命と生活を守ることができるように、地域力と市民力を皆で高める徹底した防災教育

などのソフト面での対応が重要です。 

未来の鎌倉市で心安らかに生き生きと暮らし、楽しみのある時を過ごせるよう、皆の知恵と力

を結集し、ソフト、ハード両面からの対策が多重的に連動する防災まちづくりを進めていくこと

が求められています。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策の展開 

(1) 被災者等への的確な情報伝達 

大規模災害の発生時において、様々な環境や状況のもとにある市民や市職員等に対して、適

時・的確な情報を迅速かつ確実に伝えることはきわめて重要です。流言飛語などによる混乱を防

ぎ、災害対策実施の現場や災害対策の中枢のみならず、不安定な心理状態にある被災者等を安

全・安心な状態に導くためにも、正確な情報を適時・的確に届ける方法を用意しておく必要があ

ります。 

(2) 広域応援体制の整備 

広域で甚大な災害が発生した場合には、災害応急対策全般にわたる広域応援が求められます。

災害の規模や被災地のニーズに応じた応援が円滑に行われるよう、応援先・受援先の決定、相互

応援に関する協定の締結などにおいて、事前に具体的・現実的な対策を想定した対応を検討して

おくことが必要となります。 
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(3) 男女共同参画の推進 

東日本大震災においては、性別、年齢、障害の有無などの個別事情や、妊産婦、乳幼児や子ど

ものいる家族等への配慮が求められました。こうしたニーズの違いを踏まえた被災者支援には、

日頃から介護や子育てを担うことが多い女性の視点を重視する必要があり、避難所の運営におい

て女性が責任者に加わることなど、予防、応急対策、復旧・復興等の各段階における男女共同参

画の視点からの対策・対応をとりまとめ、周知することが必要です。 

(4) 二次災害の防止 

東日本大震災における津波によって、臨海部の石油・ＬＰＧタンクの火災や、係留船舶の火災

などが発生しました。阪神淡路大震災においても、倒壊を免れていたビルが時間を経て倒壊した

例がありました。また、余震や降雨等による水害・土砂災害、余震による建造物の倒壊、地盤沈

下による浸水、有害物質の漏洩・飛散など、大規模災害では、二次災害が引き起こされる可能性

があり、施設の点検、応急措置、環境モニタリング等が必要になります。 

(5) 災害廃棄物の処理 

東日本大震災では、津波により大量の災害廃棄物が発生し、災害応急対策や復旧・復興対策に

大きな支障をきたしました。予想される災害廃棄物の発生量の見積もりに基づく、被災地内への

仮置き場の選定や、災害廃棄物の広域的な処理体制、遠隔地における災害廃棄物処理等の応援体

制などを、準備しておくことが必要です。また、被災建築物等の解体・撤去等が円滑に行えるよ

う、所有者等との緊急的な承諾処置、公費による解体・処理の是非などの検討を行う必要もあり

ます。 

３ 市の特性を踏まえた防災対策の推進 

(1) 歴史・文化都市の特性への対応 

中世由来の都市としての背景と基盤を持つ鎌倉市においては、多くの歴史文化資源や豊かな歴

史文化的環境を、いかに災害から守るかということが、大きな課題となっています。可搬性のあ

る歴史文化資源については、堅固な収蔵庫等への一時保管や、安全な場所への移動が考えられま

すが、土地に固定された建造物や歴史文化的環境については、耐震性の強化や防火対策等に加え

て、可能な防災対策について、検討を進めることが必要です。また、風光明媚な海岸線を有する

観光地として、年間を通じて多くの観光客が訪れることから、帰宅困難者対策など災害時の対応

が課題となっています。 

(2) 自助・共助による効果的な取組 

自助・共助を進めるためには、これらを支えたり促したりする仕組みが必要であり、自らと家

族の避難方法の確認、防災情報の入手先や活用方法の確認、家庭や企業での備蓄、地震保険等へ

の加入の促進など、自助を促すための取り組みや、自主防災組織、ＮＧＯ、ＮＰＯ、各種法人、

ボランティアの支援などの、共助を促すための取り組みを進める必要があります。 

また、企業の能力や保有資源の活用、企業が担う社会的機能の維持などが求められるため、制

度的な位置づけを検討することも必要となります。 

第２ 地震・津波被害の想定と対策の基本方針 

１ 想定地震 

鎌倉市は、大正12年(1923)の関東大震災（大正関東地震）によって、強烈な揺れや火災、津波等
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により、特に沿岸地域では壊滅的な被害が発生しました。相模湾沿岸地域では、このような相模ト

ラフを震源とする巨大地震の発生と、それに伴う被害の発生が懸念されます。 

国の地震調査研究推進本部の「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価について（平成16年８月23

日）」によると、南関東においては大正関東地震の再来型の地震（南関東地震）の地震発生確率は

低く、200～400年の周期をもって発生するとされています。反面、マグニチュード７級の「東海地

震」としたものが今後30年以内での地震発生確率が高く、そのうえ、県内には「三浦半島活断層群」

が分布しており、南関東における地震の発生と、それに伴う鎌倉市域の被害が懸念されます。 

 さらに、平成24年３月に県が発表した今後発生し得る最大の地震及び津波想定が、また、同年８

月には内閣府から南海トラフの巨大地震に関する津波高・浸水域・被害想定が出されており、これ

らに基づいて本市では、鎌倉における地震及び津波被害の想定を検討します。 

なお、「想定地震」の後に示す本市の地震被害の想定は、「神奈川県地震被害想定調査報告書」

（平成21年３月）に示された「南関東地震」「神奈川県西部地震」「東海地震」「神縄・国府津―

松田断層帯の地震」「南関東地震と神縄・国府津―松田断層帯の連動地震（参考）」「三浦半島断

層群の地震」「東京湾北部地震」「神奈川県東部地震」「元禄型関東地震」の想定地震から設定し

ました。 

 

表 1-8 想定地震 

①国の地震被害想定調査に基づく本市で想定している地震は次のとおりです。 

（平成24年８月発表） 

想定地震 説 明 

①南海トラフ巨大地震 

『南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）』津波断層モデル編 ―

津波断層モデルと津波高・浸水域等について―（平成24年８月29日 内閣府〔防

災担当〕発表）は、「本報告の津波断層モデルは、マグニチュード９相当の巨大

地震の中でも最大級のものであり、これにより推計される津波高・浸水域等は、

最大クラスの津波によるものである」とし、「津波断層モデルの平均応力降下量

及び大すべり域等の設定」は、「2011年東北地方太平洋沖地震、2010年チリ地震、

2004年スマトラ地震といった世界の巨大な地震の解析事例の調査に基づき」実

施したとしています。 

南海トラフ巨大地震の鎌倉における最大津波高は10ｍで、最大浸水域は1.7㎢

が示されました。 

 

②相模トラフ巨大地震 想定未公表 
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②県の地震被害想定調査に基づく本市で想定している地震は次のとおりです。 

（平成24年３月発表） 

想定地震 説 明 

①明応型地震 

明応年間（1492～1501）当時に過去最大規模の津波があったという推測によ

り、神奈川県が設定した想定地震です。県「津波浸水想定検討部会」が、相田

勇「東海道沖におこった歴史津波の数値実験」（1981）に基づき、東海道沖の

「相田モデル（MO4）」（「明応型」）を南東方向へ移動し、プレート内地震と

して反転した高角断層として、津波到達高を想定しました。マグニチュードは

8.4相当で、鎌倉における津波の想定最大到達高を12.30ｍとし（地盤変動位を

考慮したとする由比ヶ浜でのデータ）、想定浸水域は下記「慶長型」より「明

応型」としたものの方が広範囲（3.01㎢）であるとしています。 

なお、この地震の想定の根拠は『鎌倉大日記』に書かれた明応４年（1495）

の地震関連記事及び『異本塔寺長帳』所載の同７年（1498）の記事であるとい

いますが、現在では記事自体の信憑性や、今回の想定に対する史料の読み方及

び取り扱い等についてさまざまな議論があります。 

②慶長型地震 

県は、最大規模の津波を発生させる地震として、「慶長型」津波を想定しま

した。「明応型」地震よりも沖合の相田（1981）の断層モデル「相田モデル（KT3）」

（「慶長型」）をもとに想定したもので、高角正断層として房総半島沖まで延

長し、マグニチュードは8.5相当で、津波最大到達高を鎌倉で14.39ｍとしてい

ます（地盤変動位を考慮したとする由比ヶ浜でのデータ）。 

慶長９年（1605）にあったとされる地震は、地震学や地学などの分野で「津

波地震」とされていますが、慶長年間（1596～1615）当時の史料は全国的に見

ても僅少であり、詳細は不明です。 

③南関東地震（大正関東

地震の再来型） 

相模トラフを震源域とするマグニチュード7.9 相当の地震で、大正12年（1923）

の大正関東地震の再来型とされています。国の地震調査研究推進本部によって

今後200年～400年先に発生の可能性が高いとされており、地震に強い長期的な

まちづくりの目標とすべき地震です（今後50年間の発生確率０～７％とされて

います）。地震本部の大都市大震災軽減化特別プロジェクトにより震源の研究

が進んでおり、現在、海岸保全における津波防護目標とされています。 

滑川沿いの低地部で最大震度７となり、市の多くの地域では震度６強の揺れ

が想定されています。 

④神奈川県西部地震 

神奈川県西部を震源域とするマグニチュード７相当の地震です。前回の調査

において、南関東地域直下の地震の一タイプとして、発生の切迫性が指摘され

ている地震として想定されました（発生間隔は約70年とされています）。今回

も前回の調査に準じて同地震の想定を行いました。 

本市の最大震度は５強と想定されますが、ほとんどの地域では震度５弱の揺

れとなります。 

⑤東海地震 

駿河トラフを震源域とするマグニチュード８相当の地震で、国の地震防災戦

略の対象とされている地震です。大規模地震対策特別措置法で地震発生の予知

が可能とされている地域であり、その切迫性が指摘されています。中央防災会

議の「東海地震に関する専門調査会」において、東海地震の断層モデルや地震

動、津波の予測、被害の想定がなされています（地震調査研究推進本部によれ

ば、発生間隔は約120年と考えられ、今後30年間の発生確率が88％（参考値）と

されています）。 

本市の最大震度は５強と想定されますが、ほとんどの地域では震度５弱の揺

れとなります。 
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想定地震 説 明 

⑥神縄・国府津―松田断

層帯の地震  

同断層帯とその海域延長部を震源域とするマグニチュード7.5相当の地震で

す。同断層帯は、地震本部の長期評価では、国内の主な活断層の中で、今後30

年以内に地震が発生する可能性が高いグループに属するとされていますが、一

方で同長期評価では、「神縄・国府津―松田断層帯では、大都市大震災軽減化

特別プロジェクトなどの調査結果により、相模トラフで発生する地震の想定震

源域との関係が指摘されるなど、新たな研究成果が得られつつあります。この

付近の地下深部の構造については、今回の評価には反映されていないため、後

日改めて再度評価を行う必要がある」とも指摘しています。なお、地震調査研

究推進本部によれば、当該想定地震の発生間隔は約800～1300年とされ、今後50

年間の発生確率が0.4～30％とされています。 

本市の最大震度は６強と想定されますが、ほとんどの地域では震度５強～６

弱の揺れとなります。 

⑦南関東地震と神縄・国

府津―松田断層帯の連

動地震（参考） 

大都市大震災軽減化特別プロジェクトなどの調査において、国府津―松田断

層がプレート境界の巨大衝上断層からの分岐断層である可能性が指摘されたこ

とを踏まえ、神縄・国府津―松田断層帯が南関東地震の震源断層からの分岐断

層となり、両者が連動して活動するマグニチュード7.9相当の地震を想定しまし

た。 

本市の最大震度は７と想定されますが、ほとんどの地域では震度６強の揺れ

となります。 

⑧三浦半島断層群の地

震 

三浦半島に分布する活断層群を震源域とするマグニチュード7.2相当の地震

です。国の地震調査研究推進本部の長期評価では、国内の主な活断層の中で、

今後30年以内に地震が発生する可能性が高いグループに属するとされていま

す。一方、相模トラフで発生する地震の想定震源域との関係が指摘されるなど、

新たな研究成果も得られつつあります。なお、地震調査研究推進本部により、

東北地方太平洋沖地震後の活断層の長期評価において、発生確率が高まったと

指摘されています。 

本市の最大震度は７と想定されますが、ほとんどの地域では震度６弱～６強

の揺れとなります。 

⑨東京湾北部地震 

国の地震防災戦略の対象とされている地震で、中央防災会議の「首都直下地

震対策専門調査会」では、首都圏付近のフィリピン海プレートと北米プレート

境界の地震について、近い将来に発生の可能性が高い地震の領域として東京湾

北部を想定しています。中央防災会議で発生率の高い地震として設定されてお

り、今回は、この想定に準じてマグニチュード7.3相当の地震を想定しました。 

本市の最大震度は６弱と想定されますが、ほとんどの地域では震度５弱の揺

れとなります。 

⑩神奈川県東部地震 

県庁直下を震源域とするマグニチュード７相当の地震です。蓋然性のある地

震モデルではありませんが、前回の調査で南関東地域直下の地震の一タイプと

して危機管理的に想定されました。今回も前回調査に準じましたが、地震本部

地震調査委員会の強震動評価を参考にして、断層面積を大きめに設定しました。 

本市の最大震度は６弱と想定されますが、ほとんどの地域では震度５弱～５

強の揺れとなります。 

 

 



総 則 

第１章 地震・津波災害対策の計画的な推進 

 - 13 - 

 

想定地震 説 明 

⑪元禄型関東地震 

相模トラフ沿いのプレート境界で発生し、房総半島南沖から南東沖にまで震

源断層が広がっているマグニチュード8.1相当の地震です。「首都直下地震対策

専門調査会」では、平均発生間隔は2,300年程度であり、今後100年以内に発生

する確率はほとんどないとして検討の対象外としていますが、歴史記録にある

既往の最大津波を発生させた地震として想定しました（地震調査研究推進本部

によっても発生間隔は約2,300年と考えられ、今後50年間の発生確率がほぼ

0.0％とされています）。 

【参考】津波で、材木座に所在した「荒居閻魔堂」（円応寺）が流失。光明寺

に被害等があったと伝えます。 

⑫元禄型関東地震と神

縄・国府津―松田断層帯

の連動地震 

 可能性がある連動ケースとして、元禄型関東地震と、神縄・国府津―松田断

層帯地震の連動地震を新たに想定しました。元禄型関東地震の発生の３分後に、

神縄・国府津―松田断層帯地震が発生するシナリオを想定しました。 

⑬房総半島南東沖地震 

 過去に発生した事例はないが、今後日本海溝付近で起きる可能性がある地震

として房総半島南東沖の三重会合点（三つのプレート境界が交わる点）付近で

生じる地震（規模は明治三陸地震程度）を新たに設定しました。震源が比較的

遠いため、地震の揺れはあまり大きくなくても津波は比較的大きいものとして

対象としました。 

⑭三浦半島断層群～鴨

川低地断層帯地震 

 従来は、中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」の想定に準じたモデ

ルを用いていましたが、津波の観点から、東京湾内部への影響を考え、東京湾

湾口部で生じる可能性がある地震として、三浦半島断層群から鴨川低地断層帯

へと向かう海域を含めた断層を新たに想定しました。 

⑮東京湾内地震 

 首都圏減災プロジェクトで新たに見つけられた本牧から君津付近の断層を震

源とする地震であり、活断層かどうかは明らかではないが、東京湾内部への影

響が大きい地震の一つとして新たに想定しました。 

参考資料：『国の南海トラフの巨大地震に関する津波高、想定浸水域、被害想定の事前説明』資料 平成24年８月24日 

『津波浸水想定検討部会における津波浸水予測検討中間とりまとめ』平成23年９月２日 同検討部会 

     『神奈川県地域防災計画』地震災害対策計画 平成24年４月 県防災会議 等 
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図 1-9 想定地震の震源域分布図 

（『神奈川県地域防災計画』～地域災害対策計画～ 平成 24年４月 県防災会議 所載図を基に作成） 
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２ 想定される被害の概要 

県の地震被害想定調査の結果（平成21年３月）から市内の被害を抜粋し、次の表に示します。な

お、今後は国や県の調査の動向を踏まえ、適時修正を行います。 

(1) 想定地震 

「南関東地震」「神奈川県西部地震」「東海地震」「神縄・国府津―松田断層帯の地震」「南

関東地震と神縄・国府津―松田断層帯の連動地震（参考）」「三浦半島断層群の地震」「東京

湾北部地震」「神奈川県東部地震」「元禄型関東地震（参考）」 

(2) 想定条件 

ア 季節：冬       イ 日：平日      ウ 発生時刻：18時 

エ 風速・風向：近年の気象観測結果に基づく地域ごとの平均 

県の地震被害想定調査では、このほか冬５時、夏12時についても想定しています。 
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表 1-10 鎌倉市において想定される被害の概要 

地震被害想定(鎌倉市) 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書（平成21年3月） 

    南関東 
地震 

神奈川
県西部
地震 

東海 
地震 

神縄・国
府津―
松田断
層帯の
地震 

南関東地
震と神
縄・国府
津―松田
断層帯の
連動地震 
（参考） 

三浦半
島断層
群の地
震 

東京湾
北部地
震 

神奈川
県東部
地震 

元禄型
関東地
震 
（参考） 

建物被害 
全壊棟数 （棟） 13,810 0 160 5,680 16,400 18,520 1,050 30   － 

半壊棟数 （棟） 14,020 170 2,160 10,850 14,100 14,130 5,270 670   － 

火災被害 
出火件数 （件） 44.27 0.34 0.56 6.99 41.04 26.34 2.09 0.82   － 

焼失棟数 （棟） 6,260 10 30 680 5,820 3,210 130 30   － 

自力脱出困難者 （人） 2,550 0 30 1,000 2,970 3,460 170 0   － 

災害時 
要援護者 

震度 6弱 高齢者世
帯数 

（世帯） 11,070   －   － 7,560 11,070 11,070 2,790 0   － 

以上 要介護度
３以上 

（人） 2,750   －   － 1,880 2,750 2,750 700 0   － 

  震度 5弱 
高齢者世
帯数 （世帯） 11,070 8,080 9,990 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070   － 

  以上 
要介護度
３以上 （人） 2,750 2,010 2,490 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750   － 

  
うち避 
難者数 

高齢者世
帯数 （世帯） 6,560 90 340 2,940 6,820 6,640 860 170   － 

  要介護度
３以上 （人） 1,630 20 80 730 1,700 1,650 210 40   － 

  死者数 （人） 200 0 0 30 210 200 10 0   － 

人的被害   負傷者数 （人） 7,020 10 130 2,020 6,340 7,980 570 180   － 

    
（うち重傷
者数） 

（人） 1,340 0 0 390 1,630 1,810 120 0   － 

エレベーター停止台数 （台） 300 120 130 230 290 300 190 160   － 

  電力 停電件数 （軒） 75,180 0 800 34,310 82,000 89,210 6,680 160   － 

  都市 
ガス 

供給停止
件数 （件） 62,860 0 0 0 62,860 20 0 0   － 

ライフ  
ライン 

LPガス ボンベ被
害数 

（本） 350 0 0 170 340 290 60 0   － 

上水道 断水世帯
数 

（世帯） 30,380 0 210 18,810 31,200 34,950 3,400 10   － 

  下水道 
機能支障
世帯数 （世帯） 5,170 260 230 1,860 4,990 3,140 1,150 730   － 

  通信 
不通回線
数 （回線） 72,730 0 510 20,900 73,720 66,390 4,040 100   － 

避難者数 
1日後 （人） 101,400 1,400 5,160 45,370 105,280 102,600 13,250 2,610   － 

1ヵ月後 （人） 71,920 310 4,020 35,470 77,710 82,360 11,780 1,240   － 

帰宅困難者数 
直後 （人） 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370   － 

2日後 （人） 4,540 260 0 0 6,280 0 0 0   － 

震災廃棄物   
（万 
トン） 

278 2 14 136 315 344 43 6   － 

津波による 
被害 

建物 （棟） 1,640 340 400 160 2,290 0 0 0 1,710 

死者数 （人） 180 30 0 20 350 0 0 0   － 
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３ 想定津波 

神奈川県では、平成16年度から平成18年度にかけて、４通りの想定地震を設定した津波浸水想定

調査を行いました。それを受けて鎌倉市では、南関東地震を想定した津波ハザードマップを平成21

年７月に公表しています。その後、県は、地震被害想定調査の中で、５通りの地震を追加した計９

通りの津波浸水想定及び被害想定を行いました。さらに、県は平成23年３月の東日本大震災におけ

る巨大な地震・津波の発生を踏まえて、津波被害の再検証・見直しを行い、平成24年３月に「新た

な津波浸水予測図」を公表しました。また、国は中央防災会議「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において、南海トラフを震源とする地震・津波の想定を見直しました。平成24年８月の第二次

報告によると、鎌倉市の沿岸部での大きな津波の発生が想定されました。 

以上を踏まえ、本計画ではこれまでも前提としてきた「南関東地震」のほか、県が作成した新た

な津波浸水予測図のうち、鎌倉市に最大級の浸水被害をもたらす「明応型地震」と「慶長型地震」、

国が想定した「南海トラフを震源とする巨大地震」の４ケースを前提とします。 

なお、想定には限界があり、とりわけ津波災害は波源域の場所や地形の条件などによって、津波

高や浸水域等に大きな差が生じる、地域差が顕著な災害です。さらに、地震を原因とする津波だけ

でなく、火山の噴火や大規模な地すべり等によって生じる津波があることも留意します。 

さらに、東日本大震災での巨大津波による激甚被害の発生後、｢津波対策の推進に関する法律(平

成23年法律第77号。以下｢津波対策推進法｣という。)｣、｢津波防災地域づくりに関する法律(平成23

年法律第123号。以下｢津波防災地域づくり法｣という。)｣が相次いで施行されました。これらのう

ち津波防災地域づくり法においては、｢最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低い

ものの大きな被害をもたらす津波(レベル１津波）｣、「発生頻度はきわめて低いものの、発生すれ

ば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波(レベル２津波）」に区分した防災・減災対策が求めら

れています。このため、この計画の津波対策については、次に示す設定を基本にしつつ、常に最新

の知見に基づく検討を行います。 

表 1-11 津波想定地震（レベル１津波） 

想定地震 説 明 

南関東地震 

（大正関東地震の

再来型） 

相模トラフを震源域とするマグニチュード7.9の地震です。 

発生間隔：200～400年   今後30年間の発生確率：0～2％ 

表 1-12 津波想定地震（レベル２津波） 

想定地震 説 明 

明応型地震 
神奈川県に対して最大クラスの津波を生じるプレート内を震源域とするマグ
ニチュード8.4の地震です。 
発生間隔：不明   今後30年間の発生確率：不明 

慶長型地震 
神奈川県に対して最大クラスの津波を生じるマグニチュード8.5の地震です。 
発生間隔：不明   今後30年間の発生確率：不明 

南海トラフ巨大地
震 

南海トラフを震源域とする東日本大震災やスマトラ沖地震（平成16年）クラス
のマグニチュード9.1の地震です。11ケースの断層破壊パターンのうち、「駿
河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」が大きく動いた場合に、
市内への影響が最も大きくなります。 
発生間隔：不明   今後30年間の発生確率：不明 

※レベル１・２津波の設定については、今後県等との協議を踏まえて決定してまいります。 
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４ 想定される津波の概要 

 

(1) 想定される津波の概要 

国や県が想定している鎌倉市の津波浸水の概要は次のとおりです。 

○南関東地震（レベル１） 

津波の高さは、第１波が約３～５ｍ、最大の波が約５～８ｍと予想されます。震源域が近い

ことから津波の到達時間が早く、第１波は10分前後、最大の波は30分後には到達すると考えら

れます。 

 第１波ピーク 最大波ピーク 

到達時間（分） 津波高（ｍ） 到達時間（分） 津波高（ｍ） 

腰越漁港 10      4.1      56      5.0      

小動岬東側 10      4.5      58      5.1      

七里ガ浜 10      4.6      41      4.9      

稲村ガ崎 10      3.6      30      6.2      

坂ノ下 11      3.1      32      8.0      

材木座 13      3.0      30      7.1      

 

○明応型地震（レベル２） 

第１波ピーク到達までに約50分ほどあるものの、第１波ピークが最大津波高となる可能性が

あります。第１波ピークは７～11ｍで、最大波ピークは坂ノ下の13ｍです。最も大きな特徴と

して、第１波の津波高が４ｍを超える時間が長いことが推定されます。津波高４ｍ以上が10

分継続することから、想定される浸水面積は、本計画で想定する津波の中で最も広くなります。 

 第１波ピーク 最大波ピーク 

到達時間（分） 津波高（ｍ） 到達時間（分） 津波高（ｍ） 

腰越漁港 53      7.6      53      7.6      

小動岬東側 53      7.5      85      8.8      

七里ガ浜 54      7.5      109      7.6      

稲村ガ崎 56      9.7      56      9.7      

坂ノ下 56      10.3      84      12.9      

材木座 58      10.7      58      10.7      

 

○慶長型地震（レベル２） 

第１波ピーク到達までに約35分、第１波ピークは最大４ｍ（坂ノ下）となり、後続波の津波

高が大きく、最大波ピークは80～100分後で、最大14ｍ（坂ノ下）を超えると考えられていま

す。この地震による津波高は、他２地震よりも大きくなり、腰越漁港以外の海岸では10ｍを超

えるとされています。 

場所 

到達時間・ 

津波高 

場所 

到達時間・ 

津波高 
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 第１波ピーク 最大波ピーク 

到達時間（分） 津波高（ｍ） 到達時間（分） 津波高（ｍ） 

腰越漁港 35      2.1      86      9.0      

小動岬東側 32      1.4      104      10.3      

七里ガ浜 42      3.5      108      10.9      

稲村ガ崎 43      4.2      78      10.2      

坂ノ下 43      4.5      80      14.5      

材木座 43      3.9      82      11.2      

 

○南海トラフ巨大地震（レベル２） 

約１時間後に、由比ガ浜海岸で約10ｍの津波が襲来します。 

(2) 海岸部における津波被害に対する留意点 

鎌倉市の海岸部における津波被害と、避難に際しての留意点は次のとおりです。 

○腰越 

神戸川沿いは海抜が低く、河川遡上等に伴う浸水が想定されることから、神戸川から離れた

高台や、腰越小学校などの高い場所への避難が必要となります。高台避難の際、民地を通過し

た避難時間短縮の可能性も検討します。 

○鎌倉高校前 

国道134号が高い位置にあり、住宅はそれよりも高い場所に立地していますが、国道や江ノ

島電鉄などが浸水被害を受ける可能性があります。 

○七里ガ浜 

行合川沿いは海抜が低く、すりばち状の小さな谷となっている七里ガ浜一丁目は浸水被害が

懸念されます。谷奥の七里ガ浜小学校を目指すか、谷の両側に位置する地形の高まりを目指し

た避難が原則となります。 

国道134号の位置が高いものの、国道沿いには住家や飲食店などの店舗があり、津波浸水の

おそれがあります。ただし、全体的には高い場所に多くの住家が分布していることから、津波

の浸水域は比較的狭い地域です。 

○稲村ガ崎 

国道134号は高い位置にあるものの、津波浸水のおそれがあります。また、極楽寺川などの

小河川の遡上により、稲村ガ崎一丁目から極楽寺三丁目にかけた谷底部の浸水が懸念されます。

江ノ島電鉄の線路より内陸側が一時的な避難場所の目安となります。 

○坂ノ下 

南関東地震では第１波の到達が早く、10分以内での避難が目標となります。 

○長谷・由比ガ浜 

場所 

到達時間・ 

津波高 
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稲瀬川の河川遡上などによる浸水の影響が想定されます。御成中学校、鎌倉文学館、長谷寺、

高徳院へ向かう避難が基本的な考え方となります。ただし、この地域には路地が多いため、最

短で避難できるルートの検討も必要です。 

○材木座 

国道134号の下に６箇所、国道の内陸側から海へ抜けるトンネルがあり、津波による陸上遡

上が想定されます。南東もしくは東方の高台を目指した避難が基本的な考え方となります。民

地を通過した避難時間短縮の可能性も検討します。 
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第４節 計画の推進主体とその役割 

第１ 計画の進め方  

１ 防災力の向上に向けた取組及び連携 

(1) 防災の基本方針 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減災」の

考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また

経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えることが重

要です。 

(2) 各主体相互の協調 

地域の防災力を向上させるためには、市民、企業、市、その他防災関係機関が自らの責任を果

たすと同時に、相互に協調した取組を進めることが基本です。また、国や県の支援も重要です。 

(3) 対策の総合的な展開 

この計画は、長期的には災害に強い安全なまちづくりを進めながら、都市の防災性の向上を図

ること、災害の発生に備えた事前準備を進めること、想定される被害の様相に対応した応急活動

対策を定め、その実効性を確保するための訓練等に努めること、更に復旧・復興対策の検討等と

調和を保ちながら総合的に展開することが求められます。 

(4) 防災に関する諸対策の推進 

防災に関する諸対策の推進にあたっては、市民、企業等の主体的な取組と最も密着した市の役

割が大きいことから、市は、これらの取組が円滑に進むよう、国及び県との連絡・調整に努め、

必要に応じて支援を受けるとともに、所掌する施設等の防災性の向上に努めます。 

(5) 災害発生時における地域の連携 

災害発生時には、市民、地域の主体的な取組と市の防災力が一体となった対応を図ることが、

被害を軽減、減少させることにつながります。そのため、市民の一人ひとりが「自らの身は、自

ら守る。皆のまちは、皆で守る。」ことが大切であるとの認識を持ち、平常時から食糧、飲料水

等の備蓄や防災訓練への参加などの事前の準備を行うとともに、災害発生時には自らの安全を守

る行動、初期消火活動、近隣の災害時要援護者等の救助、避難所における自発的行動、自主防災

組織、消防団、企業、ボランティア等と連携した防災活動を実施することが重要です。 

(6) 災害発生時における広域的な連携 

この計画に沿って消防力等を最大限に発揮するとともに、被害状況と応急対策活動の状況を把

握し、応援体制を活用するなど、防災活動を機動的に推進することが重要です。市は、広域的な

応援を受けることが必要と認められるときは、災害対策基本法などの関係法令及び相互応援協定

により、国、県、他市町村等に対して協力・支援を求めます。 

(7) 関係機関との連携・調整 

この計画は、いずれの場面においても関係者の主体的な取組と連携が必要です。そこで、平常

時においては市防災会議において、各種対策の実施状況を把握し、計画の進捗の調整を図ります。

また、災害発生時には、県や防災関係機関と連携を図りながら、災害対策本部において市域にお

ける応急活動対策の調整を行います。 
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２ 男女共同参画の推進 

この計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により、地域の防災力向上を図ることが重要

です。市は、被災時における男女のニーズの違いに十分配慮し、避難所において被災者の良好な生

活環境が保たれるよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程や災害現場における女性

の参画を拡大するなど、男女共同参画の視点を意識した計画の推進に努めます。 

３ 市の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

市は、災害等が発生した際に、災害応急業務について全力で取り組むとともに、市民の生活に重

大な影響を与える通常業務についても、中断することなく継続して遂行していくための体制を整備

するため、地震災害時における市業務継続計画（ＢＣＰ）を策定します。 

第２ 防災関係機関の実施責任 

災害応急活動を推進するにあたって、市、県、その他の関係機関の果たすべき責任は、次のとお

りです。 

１ 市 

市は、防災の第一義的責任を有する基礎自治体として、市域並びに市民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び他

の自治体の協力を得て防災活動を実施します。 

２ 県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び他の自治

体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関す

る事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行います。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政

機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活

動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を行います。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実

施するとともに、市の活動が円滑に行われるようその業務に協力します。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施します。また、市その他の防災関係機関の防災活動に協力します。 

第３ 市民及び企業等の責務  

１ 市民 

(1) 「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) 「皆のまちは、皆で守る」ため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努
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めます。 

(3) 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等を

防災対策の実施や災害発生時に発揮できるよう努めます。 

(4) 災害が発生した場合には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消

火、救出救助、応急手当等に努めるとともに、避難するにあたっては冷静かつ積極的に行動

するように努めます。 

２ 企業 

(1) 日ごろから、その管理する施設及び設備の耐震性の確保や食糧、飲料水等の備蓄や消火、

救出救助等のための資機材を整備するとともに、従業員の防災訓練や防災に関する研修等の

積極的な実施に努めます。 

(2) 災害対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、市民

及び自主防災組織と連携して、地域における防災活動に参加するための体制を整備するとと

もに、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先との流通網の確保等の、

事業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めます。 

(3) 災害が発生した場合には、従業員等の安全確保や従業員等が帰宅困難者にならないような

措置を講じるとともに、市民及び自主防災組織と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救

出救助、応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努めます。 

３ ボランティア 

(1) 災害救援のため活動するボランティアは、日頃から、地域・行政・関係機関が開催する防

災に関する研修会や訓練等に協力・参加し、関係者との連携を深めるよう努めます。 

(2) 災害救援のため活動するボランティアは、災害時の活動の際には、食糧、飲料水を携行し、

ごみは持ち帰る等できる限り自己完結型の活動に努めるとともに、被災地の状況を把握し、

被災者の心情を勘案して活動します。また、ボランティア相互の連絡を取り合い、効果的な

活動に努めます。 

第４ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 本市は、地震による災害の発生を防止し、又は軽減し、市民の生命及び財産の保全のため処理

すべき事務の大綱を次のとおり定めます。また、国、県及び各防災関係機関が処理すべき業務は、

おおむね次のとおりです。 

関 係 機 関 名 事務・業務 

(1) 鎌  倉  市 

・防災組織の整備及び育成指導 

・防災組織の普及及び教育 

・防災訓練の実施 

・防災施設の整備 

・防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

・消防活動その他の応急措置 

・避難対策 

・地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

・被災者に対する救助及び救護の実施 

・保健衛生 

・文教対策 
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・被災施設の復旧 

関係機関名 事務・業務 

(1) 鎌  倉  市 

・その他の災害応急対策 

・その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

⑵ 

神 

奈 

川 

県 

横須賀三浦地域県政総合センター 

藤沢土木事務所 

企業庁鎌倉水道営業所 

鎌倉保健福祉事務所 

鎌倉警察署 

大船警察署 

・防災組織の整備 

・市町村及び防災機関の防災事務又は業務の実施についての総

合調整 

・防災知識の普及及び教育 

・防災訓練の実施 

・防災施設の整備 

・防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

・地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

・緊急輸送の確保 

・交通規制、その他社会秩序の維持 

・保健衛生 

・文教対策 

・市が実施する被災者の救助及び救護の応援 

・災害救助法に基づく被災者の救助 

・被災施設の復旧 

・その他災害の発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

⑶ 

指
定
地
方
行
政
機
関 

関東財務局横浜財務事務所 ・災害発生時における地方公共団体等に対する国有財産の無償

貸付等 

・災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 

・主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

・地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 
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横浜地方気象台 ・津波警報・注意報及び地震、津波に関する各種情報の関係機

関への伝達 

・東海地震に関連する情報の通報及び通知 

・地震、津波に係わる防災情報伝達体制の整備 

・地震、潮位及び地殻ひずみに係わる観測施設の整備及び運用 

・地震活動に関する調査及び資料の作成、提供 

・地震、津波防災に係わる広報活動、知識の普及及び関係機関

の計画等への助言 

・地震、津波に係わる防災訓練の実施及び関係機関との協力 

・二次災害の防止のための余震に関する情報、気象警報・注意

報、気象等に関する情報等の提供及び専門職員の派遣 

・復旧・復興に向けた支援のための気象・地象等総合的な情報

提供及び解説 

  

  

関 係 機 関 名 事務・業務 

⑶ 

指
定
地
方
行

政
機
関 

関東総合通信局 

 

・電波の監理及び有線電気通信の監理 

・防災及び災害対策用無線局の開設、整備についての指導 

・災害時における非常通信の確保及び非常通信の運用監督 

・非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

・非常通信協議会の育成、指導 
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海上保安庁第三管区海上保安本部 ・大規模地震災害対策訓練等の実施 

・関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の

啓発 

・港湾の状況等の調査研究 

・船艇、航空機等による警報等の伝達 

・船艇、航空機等を活用した情報収集 

・活動体制の確立 

・船艇、航空機等による海難救助等 

・船艇、航空機等による傷病者、医師、避難者及び救援物資等

の緊急輸送 

・被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

・要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の

実施に対する支援 

・排出油等の防除等 

・避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導によ

る海上交通安全の確保 

・警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制

限又は禁止の指示 

・海上における治安の維持 

・危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限もしくは禁止及

び荷役の中止等危険物の保安に関する措置 

・海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措

置 

・災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 

関東農政局横浜地域センター ・災害時における応急用食料に関する連絡調整 

⑷ 

指
定
公
共
機
関 

東日本旅客鉄道(株)鎌倉駅 

〃北鎌倉駅 

〃大船駅 

・鉄道、軌道施設の整備、保全 

・災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

・鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

東京電力(株)藤沢支社 

 

・電力供給施設の整備及び点検 

・災害時における電力供給の確保 

・被災施設の調査及び復旧 

東京ガス(株)神奈川西支店 

〃湘南導管ネットワークセンター 

・ガス施設の機能確保 

・ガス施設の災害予防措置 

・災害時の応急復旧対策 

東日本電信電話(株)神奈川支店 ・電気通信施設の整備及び点検 

・電気通信の特別取扱 

・電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

 

関 係 機 関 名 事務・業務 

⑷ 

指
定
公
共
機

関 日本赤十字社神奈川県支部 ・医療救護 

・救援物資の備蓄及び配分 

・災害時の血液製剤の供給 

・義援金の受付及び配分 

・その他災害救護に必要な業務 
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日本郵便(株)鎌倉郵便局  

〃大船郵便局 

・災害時における郵便物の送達の確保 

・救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の 

現金書留郵便物の料金免除 

・被災者に対する郵便はがきの無償交付及び被災者が差し出す 

郵便物の料金免除 

・被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便為替の 

料金免除 

・為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱 

・被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金による応急 

融資 

日本通運(株)藤沢支店 ・災害対策用物資の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

⑸ 

指
定
地
方
公
共
機
関 

鉄道機関 

 江ノ島電鉄(株)鉄道部鎌倉駅 

 湘南モノレール(株) 

・鉄道、軌道施設の整備、保全 

・災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

・鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

バス機関 

 江ノ島電鉄(株)自動車部鎌倉営業所 

 京浜急行バス(株)鎌倉営業所 

神奈川中央交通(株)藤沢営業所 

・被災地の人員輸送の確保 

・災害時の応急輸送対策 

(社)神奈川県トラック協会湘南地区

支部 

・災害対策用物資の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

⑹ 

そ
の
他 

陸上自衛隊第31普通科連隊 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

・防災関係資料の基礎調査 

・自衛隊災害派遣計画の作成 

・県及び市地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

・人命又は財産の保護のために行う必要のある応急救護又は 

応急復旧 

・災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び 

譲与 

鎌倉市医師会 

鎌倉市歯科医師会 

鎌倉市薬剤師会 

・医療施設の提供及び医療・救護活動等の実施 

・救護活動に必要な医薬品及び医薬器材の確保 

第５節 計画の推進管理 

第１ 計画の着実な推進 

この計画を推進するためには、各防災機関が多くの事業を実施する必要があるため、長期間にわ

たる投資が求められます。そこで地域社会の実情、各種対策の水準等を点検しながら、「減災」の

考え方を基本方針として、緊急度の高いものから優先的かつ重点的に実施していきます。 

また、国や県の財政措置を活用し、防災対策の第一線の機関としての市の防災力の一層の向上を

図ります。 

第２ 計画の点検と充実 

この計画の推進にあたり、災害対策基本法第42条第1項の規定に基づき毎年点検を行い、計画の

進捗状況を把握しながら、必要があると認めるときは、県及び関係機関等と調整のうえで修正し、
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防災対策のより一層の充実を図ります。 


