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1. 研究の背景および目的 

日本では、21 世紀に入り、国を挙げて観光産業の振興が図ら

れるようになった。具体的には、2003 年に小泉純一郎内閣（当

時）が観光立国宣言を行って以降、観光の振興は重要な国家的課

題に位置づけられ、同年のビジットジャパンキャンペーンの開始、

2007年の観光立国推進基本法の施行、2008年の観光庁の発足な

ど、観光産業の振興を支えるための国家的基盤が整えられ、2016

年には内閣が中心となる「明日の日本を支える観光ビション構想

会議（2016）1）」のもとで「明日の日本を支える観光ビジョン― 

世界が訪れたくなる日本へ ―」が策定された。 

このビジョンでは、今まで産業としての観光に対し積極的に

力を入れてこなかった日本を「観光先進国」にするため、特にイ

ンバウンド観光に力点を置きながら、1．国内観光資源の活用と

管理、2．既存観光関連産業界の経営効率化、3．旅行客への利便

性の確保という3つの視点から、日本の観光を取り巻く各種課題

を解決し、改革を行おうとしている。 

上記のうちの1．国内観光資源の活用と管理について考えると、

日本は多様な歴史文化資源や自然資源に恵まれた国であるとい

える。さらに、そのうちの自然資源に着目すると、日本は国土の

約3分の2が森林におおわれる緑の国であるとともに、海域（領

海や排他的経済水域）の面積及び海岸線の長さが世界第6位を誇

る海洋国でもあり、非常に自然豊かな国であることが分かる。し

かしながら、現状では日本の自然資源を活用した観光施策は十分

に体系化されているとは言い難い状況にある。 

また、田中（2018）2）によれば、観光に自然資源を活用する場

合には、1．自然は訪れるに値すること（魅力的な自然観光資源

の特徴を活かして活用することが重要）、２．自然は保全しなけ

れば壊れてしまうこと（生態系保全などの意識を持ち、持続可能

な観光を展開することが重要）という2つの留意点に加えて、３．

自然は恐ろしい（観光を振興する場合には自然災害に対するリス

ク管理をすることが重要）という留意点を重視しなければいけな

いと指摘されている。 

実際に、日本においては、近年大規模な自然災害が目立つよ

うになっている。未だ復興の過程にある2011年3月11日に発生

した東日本大震災はもちろんのこと、2016 年 4 月の熊本地震な

ど、甚大な自然災害が国内のあらゆる場所で毎年のように発生し

ている。2018年に限っても、2月に福井県などで交通麻痺を引き

起こした平成 30 年豪雪や、7 月に広島県や岡山県などで大きな

被害が発生した西日本集中豪雨、日本各地で40度以上を記録し

た異常高温、9月に近畿に上陸して関西空港に甚大な被害を与え

た台風及び高潮被害、震度7を記録して地滑りや液状化被害がお

きた北海道胆振東部地震など、枚挙にいとまがないほどの自然災

害が頻発するようになった。この様な状況を受けて、観光計画分

野においても、自然災害に対する対応型研究を早急に深める必要

がある。そして本論では、それら自然災害の中でも津波に対する

リスクマネジメントに着目した研究を行うことにした。 

- 348 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 11月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, November, 2018 

 

 

上記の経緯を念頭に置いて我が国の津波と観光に関する先行

研究を調査すると、東日本大震災を契機に広く着目されるように

なってきたのは事実であるが、21 世紀初頭から観光立国推進施

策が始まったこともあり、震災以前より観光と津波との関係に関

する研究が活発化し始めていたことが分かる。 

例えば、CiNii データベースを活用し、近年の主な研究をレビ

ューしてみると、既に東日本大震災前年に、増本（2010）3）らに

より、観光地の海岸利用者の津波に対する非難行動と避難意思決

定に関する研究が公表され、杉本ら(2011)により海水浴場の利用

者の津波避難意識に及ぼす防災教育や対策に関する研究が行わ

れていることが分かる。また震災後には、東日本大震災が発生し

たことを受けて、疲弊した観光を活用した農山村の経済活性化に

関する論考5）や、宿泊部門における津波防災対策に対する研究6）、

観光防災に着眼した図上訓練の効果に関する研究 7）、海岸沿いの

ロングトレイルと津波対策に関する研究 8)など、多様な研究が行

われるようになった。 

また、後述のとおり本論の研究対象地であり、近い将来大規模

な地震や津波被害が想定されている神奈川県相模湾沿岸地域に

おける観光と津波に関する研究の既存研究を調べても、既に複数

の研究が行われていることが分かる。例えば、藤沢市を対象とし

た海水浴場における津波避難施設の選択行動に関する研究 9)や、

津波危険度の軽減効果の検討 10)、相模湾沿岸地域の複数市町を

対象とした自治体津波防災ハザードマップ等情報発信について

の分析 11)、逗子市を対象とした津波避難行動のシミュレーショ

ンシステムの検討 12)、鎌倉市を対象としたネットワーク分析を

用いた避難困難地域の推定 13)等、多様な観点から観光と津波に

関する研究が行われていることが分かる。 

しかしながら、その様な中で、地域の観光計画や防災計画を司

る自治体そのものを対象とした研究はあまり見ることができな

い。相模湾沿岸地域を対象とした研究事例に関して言えば、海津

(2017)14）が相模湾沿岸における対観光連携に着目して沿岸地域の

自然災害発生時リスクマネジメントに関する研究を行った事例

が見られる程度である。 

本論では、以上の状況を鑑みて、海津（2017）14）による既存

研究の成果をベースに、神奈川県相模湾沿岸地域の複数市町村を

対象に、地方自治行政における観光客に対する津波被害対策がど

のように進捗しているのかを取りまとめることを目的とした調

査を遂行することとした。 

 

2.  対象および方法 

2-1. 研究の対象 

 本研究では、研究対象を神奈川県の相模湾に面する相模湾沿岸

地域に設定した。この地域は、数十年にわたって大規模地震の発

生が懸念されていると同時に海岸部における津波被害が想定さ

れている地域である。この相模湾沿岸地域において、本論では海

津（2017）14）に倣い、湘南なぎさプランの対象地となっている

市町、つまり西から大磯町、平塚市、茅ケ崎市、藤沢市、鎌倉市、

逗子市の 6 市町を対象にした行政インタビュー調査を遂行する

ことにした。 

 インタビューの対象は上記各市町の防災行政担当者と観光行

政担当者とした。行政における2つのセクションにまたがるイン

タビュー調査を行うことで、自治体において、住民などに対する

津波避難対策と、観光客に対する津波避難対策との関連性や違い

などが浮き彫りにできると考えた。 

 

2-2. 研究の手順・方法 

 研究の手順としては、まず、インタビューを行う前の先行調査

として、上記6市町における観光の実態を取りまとめた。相模湾

沿岸地域は観光地的観点から一体的にブランディングされ、扱わ

れることが少なくないが、観光客の行動特性や観光客数などの実

情を見ていると、市町ごとにばらつきがあることが想定される。

また、各市町の主要観光地と、想定される津波被害が地理的に重

なるか否かという点も異なる可能性が想定される。相模湾沿岸地

域に対する津波想定シミュレーションにはいくつかのシナリオ

があるため一概には言えないが、一般的な傾向として、同じ相模

湾沿岸地域であっても西部に位置する大磯町や平塚市では海岸

沿いや河川沿いの一部が津波浸水に見舞われる程度であるが、東

部の鎌倉市や逗子市においては、より内陸まで津波に見舞われる

可能性が高いことが指摘されている。 

そのため、研究の手順としては、市町の行政担当者へのインタ

ビュー調査の前に、既存統計により各市町の観光実態を取りまと

めた。そしてその後に、防災行政担当者と観光行政担当者に対す

るインタビュー調査を行った（1）。インタビュー調査については、

それぞれの著者が分担して当たった。具体的な調査日時と対象と

した行政セクションは、下記表1のとおりである。 

 

表1 インタビュー調査の実施日時 

市町名 調査日時 調査対象行政セクション 

大磯町 2017/03/14 危機管理課・産業観光課 

平塚市 2016/11/25 災害対策課・商業観光課・農水産課・

みどり公園水辺課 

茅ケ崎市 2016/10/14 防災対策課・産業振興課 

藤沢市 2016/09/16 防災危機管理室・企画政策課 

鎌倉市 2016/09/30 総合防災課・観光商工課 

逗子市 2016/09/12 防災課 

 

なお、インタビューにあたっては、複数の調査者が分担して行

ったため、各市町で共通して聞き取る統一項目を下記のとおり定 

めた。 

 

ヒアリング項目 

Ⅰ 防災関連 

１ 津波防災からみた自治体の特性 

１－１ 地理的特徴や過去の被災からみた地域特性 

１－２ 日常的な住民意識など 

２ 現在想定している地震・津波の種類、規模 

３ 自治体の津波避難対策の概要について 

３－１ ガイドラインの有無と策定経緯、内容 
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３－２ 津波避難ビルなど現場での対策とその経緯、内容 

３－３ 観光客や外国人など災害弱者対策とその内容 

３－４ 上記以外に実施していること 

３－５ 持続性への課題 

４ 津波避難訓練 

４－１ 実施している場合はその内容、および2011年から

の変化 

①  住民向け避難訓練 

②  観光客向け避難訓練 

４－２ 津波避難訓練で明らかになった課題の内容、および 

その対策 

４－３ 参加者からの声は吸い上げているか。あればその内 

容（誰が・どのようなことを） 

４－４ 今後の予定 

５ 津波避難について人材育成を実施しているか 

５－１ している場合はその内容 

５－２ していない場合は今後の予定 

６ 発災時における避難誘導について 

６－１ 津波警報のシステム、流れ 

６－２ 住民向け情報提供（印刷物やサイン他）等 

６－３ 観光者や外国人向け情報提供 等 

７ 津波避難対策についての自治体内の連携 

７－１ 行政や他団体、住民の活動との連携の有無 

７－２ 行政や他団体、住民に望むこと 

８ 観光客・外国人・弱者に対する津波避難対策についての方 

針、思い 

９ 津波避難対策について広域で取り組んでいる対策 

９－１ 周辺自治体間 

９－２ 事業者との連携 

９－３ 遠隔地自治体間 

１０ その他、津波避難対策上の課題  

 

Ⅱ 観光関連 

１ 観光地としての自治体特性 

１－１ 観光地の分布 

１－２ 自然災害に対する観光関連行政・事業者の備え 

１－３ 自然災害からの復興に関する観光関連行政・事業者 

の対策 

２ 自治体の年間の観光入込実態 

２－１ 季節別、年齢層、観光者属性 

２－２ 集客数の多い観光拠点、イベント等 

２－３ 観光利用実態に関する調査を行っているか 

２－４ 海水浴場の入込の変遷 

３ 観光基本計画等で津波避難等について方針を策定してい 

るか 

４ 観光者に対する情報対策 

４－１ 津波警報システム 

４－２ 情報提供 

４－３ 避難訓練 

４－４ その他の対策 

５ 周辺自治体や遠隔地自治体と連携して行っている対観光 

者・津波避難対策 

６ その他 

 

3.  結果と考察 

3-1.  6市町における観光の実態 

 本項の実態調査のまとめにおいては、神奈川県の既存統計資料

15)を活用し、①市町村別入込観光客数、②市町村別上位観光地点

/施設/行事観光客数、③観光客消費額の数値を対比し、6 市町の

観光的特性を比較した。 

 表 2 は、2017 年における相模湾沿岸地域の市町別入込観光客

数を示している。この表から、相模湾沿岸地域には1年間で5,000

万人弱という多くの観光客が来訪することが分かる。その一方で、

市町別に分けて考えると大磯町(917千人)や逗子市(977千人)のよ

うに100万人を割るところから、鎌倉市(20,424千人)のように年

間 2,000 万人を超える来訪者を受け入れる巨大な観光都市まで、

幅が広い状況にあることが明らかとなった。 

 また、相模湾沿岸地域では圧倒的に日帰り観光客が多く、相模

湾沿岸地域の宿泊客は延観光客数の約 2.2％に留まるに過ぎない

ことが明らかとなった。以上より、一言で相模湾沿岸地域といっ

ても市町別に20倍以上も観光客数が異なり、観光の規模に合わ

せて津波対策が大きく異なる状況にあることが明らかいなった。

またその一方で、相模湾沿岸地域全体を通して共通して言える点

としては、日帰り観光客への対策が重要なことが明らかとされた。 

 

表2　2017年の年間入込観光客数(千人)
市町名 日帰客数 宿泊客数 延観光客数

大磯町 828 90 917
平塚市 7,570 85 7,655

茅ヶ崎市 2,945 74 3,028
藤沢市 15,947 533 16,480
鎌倉市 20,103 321 20,424
逗子市 958 19 977

計 48,351 1,122 49,481
注)四捨五入のため延宿泊数が、日帰と宿泊客
数の合計にならない場合がある。

(平成29年神奈川県入込観光客調査結果の概
要15)より）  

 

続いて、市町村別上位観光地点/施設/行事観光客数に関連して、

2017年の上位3件を一覧表にしたものを表3としてまとめた。 

表3の結果を見ると、表2に示した観光客数の多少にかかわら

ず、海岸地域が入込者数の多い主要な観光デスティネーションと

なっている市町が多いことが分かる。特に大磯町(303 千人)、茅

ヶ崎市(1,667千人)、藤沢市(8,485千人)、逗子市(464千人)の4市

町では、海岸地域が自治体で最も入込客数が多いデスティネーシ

ョンとなっており、古都鎌倉市でも社寺に続く観光客(1,475千人)

を集めている。上位3位に入らなかった平塚市でも「湘南ひらつ

かビーチセンター」が第 7 位の観光客数(246 千人)を集客してい

ることから、相対的に相模湾沿岸地域の6市町では海岸を活用し

た観光が盛んであるとまとめることができると考えられる。 

最後に観光客消費額を表4に示す。表4の結果から、相模湾沿
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岸地域の観光消費額は2,000億円を若干下回る程度の規模を持つ

ことが分かる。そして、その内訳は飲食費が過半の50.3％、お土

産物などのその他が43.1％となっていて、一般的に観光消費とし

て地元への還元が期待される宿泊費がわずか 6.6％に留まってい

ることがこの地域の特徴であることが明らかにされた。このこと

は、相模湾沿岸地域が全般的に日帰り観光地という特性を持って

いるという上述の分析結果と整合性を持った特徴であると解釈

できる。なお、この地域で宿泊費(846,316千円)が飲食費(850,779

千円)に匹敵する消費規模を持つのは大磯ロングビーチという大

規模宿泊レジャー複合施設を擁する大磯町のみであった。 

表3　2017年市町村別上位観光地点/施設/行事観光客数上位　(千人)

市町村 市町村
第1位 大磯海岸 303 第1位 湘南ひらつか七夕祭り 1,670
第2位 大磯ロングビーチ 166 第2位 平塚市総合公園 1,427
第3位 国府祭り 40 第3位 スポーツ観戦 991

市町村 市町村
第1位 茅ヶ崎海岸 1,667 第1位 湘南海岸・江ノ島 8,485
第2位 茅ヶ崎里山公園 468 第2位 江ノ島ｻﾑｴﾙ・ｺｯｷﾝｸﾞ苑 835
第3位 湯快爽快ちがさき 349 第3位 初詣 409

市町村 市町村
第1位 鶴岡八幡宮 10,774 第1位 逗子海岸 464
第2位 各社寺 6,118 第2位 披露山公園 143
第3位 鎌倉海岸 1,475 第3位 花火大会 90
注)　ハッチングは海岸
(平成29年神奈川県入込観光客調査結果の概要15)より）

鎌倉市 逗子市

大磯町 平塚市

茅ヶ崎市 藤沢市

 

 

表4　2017年市町村別観光消費額　(千円)
市町名 宿泊費 飲食費 その他 合計

大磯町 846,316 850,779 155,080 1,852,175
平塚市 593,565 1,598,789 91,000 2,283,354

茅ヶ崎市 349,811 3,380,496 1,114,853 4,845,160
藤沢市 4,712,779 33,402,475 35,766,924 73,882,178
鎌倉市 5,931,086 56,892,345 45,294,486 108,117,917
逗子市 219,055 402,548 223,285 844,888

計 12,652,612 96,527,432 82,645,628 191,825,672
注)四捨五入のため、宿泊費、飲食費、その他の和が、合計と一致し
ない場合がある。

(平成29年神奈川県入込観光客調査結果の概要15)より）

  

以上、6市町における観光の実態を小括すると、この地域の観

光構造は、日帰り観光をメインとして、「飲食費」および「その

他」の消費により収入を得る観光形態で、宿泊が極端に少ない状

況にある構造が明らかにされた。 

その様な中で、観光デスティネーションとしての海岸地域は、

どの市町でも重要度が高い実態が既存統計から明らかなり、それ

に対応する津波等の災害対策はすべての市町で検討する必要が

あると考察できた。 

 

3-2.  防災担当者に対するインタビュー調査の結果 

 防災関係のインタビュー調査のヒアリング項目は上述したと

おり、大きく10の項目に分けて行ったが、本項ではその中から、

主な点をまとめ、考察を加えることにした（表5）(2)。 

 はじめに、津波防災面から見た各自治体の特性としては、6市

町のどの地域も過去に地震に伴う津波を経験した地域だという

ことを認識している点では共通するが、西部 3 市町(大磯町・平

塚市・茅ヶ崎市)と東部3市(藤沢市・鎌倉市、逗子市)で認識の内

容がやや異なることが明らかとなった。後者3市については関東

大震災直後の津波被害が大きかったことが認識され、現在も行政

内部にその記録が残るとともに、住民に体験的記憶が残されてい

ると考えている一方で、前者は過去の記憶や記録が相対的に曖昧

なことをインタビューから整理することができた。その状況を受

けて、東部3市では現在でも住民意識の高さを反映して、自主防

災組織を形成したり、円卓フォーラムを開催するなどの活動を見

ることができた。 

次に、津波に対する避難対策については、各市町ともハザード

マップを作成し、津波避難計画を策定している点が共通して確認

できた。なお、これらの対策のベースとなる情報としては、国の

マニュアルや神奈川県の予測データなど、上位の行政組織のもの

を活用している状況も共通していた。さらに、これらの避難対策

は、観光客というよりは、主として住民向けの対策が中心である

ことが確認された。そして、外国人などへの情報弱者対策という

観点からは、外国人観光の入込数に比例したものというよりは、

例えば平塚市などの外国人労働者(居住者)が多い地域において

相対的に活発である状況と考察できた。平塚市における具体的事

例としては、ローカルFM等を活用した多言語情報番組の日常的

な発信などで、自治体が積極的な対策を行おうという活動などが

確認できている。 

 津波避難訓練については、すべての市町で行っている、ないし

は行っていたことが確認できた。また、平塚市・茅ヶ崎市・鎌倉

市では当日居合わせた海岸観光客を積極的に参加してもらう形

態での訓練が行われていることも確認できた。その他の市町につ

いては、住民に対する避難訓練が中心で、観光客を対象としてい

ないわけではないが、相対的に見ると能動的な対応をとってはい

ない状況にあることが考察できた。なお、藤沢市については2011

年3月11日の東日本大震災をきっかけに、観光客に対する海岸

地域の避難訓練の実施が途切れてしまっていることを課題とし

ていた。 

 津波対策に対する情報提供については、住民向けには津波読本

等の冊子やハザードマップ、DVDなどの多様な媒体で、各自治

体から提供されていることが明らかとなった。一方で、観光客向

けの情報提供は必ずしも多くはない状況にあるという実態も明

らかとなった。その理由を考察すると、大磯町のように観光客か

らの情報提供ニーズが少ないと考える町があることが明らかに

なった。さらに、上述したとおり、観光客の特性として日帰り客

が多い相模湾沿岸地域においては、その場に来た来訪者に直接周

知するという情報提供のあり方は翌日には効力を失い、効果が薄

いと考えている傾向も明らかとなった。この点は宿泊客が多く、

宿泊施設に対策を呼び掛けることで効果が望めるような他の海

辺の観光地とは異なる特性であると考えられた。 

 防災部門の津波に対する自治体連携については、今後自治体組

織内で情報を共有したり、自治体と民間企業との連携を進めるな

どといったいくつかの課題を抽出することができた。 

 自治体の防災組織が考える観光客に対する津波災害対策への

思いとしては、「公助」だけでは限界があること、団体ではない

日帰り観光客への対応や情報の周知は事実上難しいことから、観

光客が来訪時に自ら津波に対して考えてもらえる状況を望んで

いることが明らかとなった。 

 自治体間の広域防災連携については「二宮町・大磯町・平塚市」 
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表5　防災担当者に対するインタビュー調査の結果
大磯町+H3C2:H2 平塚市 茅ケ崎市 藤沢市 鎌倉市 逗子市

1-1
地理的特徴
過去の災害

地理的特徴：
東は浸水域が広く、西は国道あ
たりで浸水は止まる　　東海道

線以北は被害がない
過去の災害：
関東大震災時の正確な浸水エ

リアは残っていない

地理的特徴：
高台が少ない
平らな塚状地が広がる

過去の災害：
関東大震災時の正確な浸水エ
リアは残っていない

地理的特徴：
入り組まず、砂浜が続く
危険地域は、柳島、茅ケ崎漁

港、へッドランド、汐見台
過去の災害：
慶長型地震で7.8～7.9ｍの津波

到達、市街地に越水

地理的特徴：
高台が少ない
沿岸部が低地で河川あり

過去の災害：
関東大震災時に津波被害

地理的特徴：
海に面するリスク
古都保存法などで防潮堤がつく

れない
過去の災害：
関東大震災時の津波など多数

地理的特徴：
平地と丘陵、砂丘地帯
市街街は10m以下の低地

海岸線沿いは液状化地盤
過去の災害：
関東大震災時の津波など多数

1-2
住民意識

神奈川県最大波高の津波が来
るとされている

旧漁港周辺以外は浸水想定地
に住民はいない

H25.の津波対策避難訓練では
7,300人（人口の3％）参加
防災意識は高くない

自主防災組織の防災リーダー
研修会

東日本大震災以降、住民意識
は極めて高い。

防災意識は高く、自主防災組織
を立ち上げている
津波避難経路マップは住民から

の情報が元

円卓フォーラム：10名以上のグ
ループに防災を説明
住民意識よりも行政側の働きか

けが増加

3-1

ガイドライ
ン

ハザードマップを全戸配布　避

難訓練を実施
地区ごとの防災組織

『平塚市地域防災計画』の地震

災害対策計画に則す

「茅ケ崎市地域防災計画地震災

害対策計画」　に則す

「藤沢市津波避難計画」に則す

地区ごとの避難経路を策定　地
図を町内会に配布

「津波避難計画」に則す

避難所は小中学校等

標高20mを安全圏域と設定　代

表的避難路をハザードマップに
表記
地区別津波モデルを作成

3-2

津波避難
ビル

国のマニュアルに従う

3.11直後に依頼済み
町条例の高さ制限15ｍ
非常階段等の方法で立入り可

能

国のマニュアルに従う

民間施設67・公共施設10　鉄筋
3階建て以上　       　　　　民間
施設にステッカー

国のマニュアルに従う

官民含めて142か所
避難所（津波一時退避場所）32
か所

国のマニュアルに従う

現在は211箇所で、半分ぐらい
が想定浸水範囲
16万人避難、十分ではない

オートロックの扱いが問題

国のマニュアルに従う

飽和状態
今後の公共ビル建設時に機能
を組み込む

国のマニュアルに従う

民間施設の総意が重要で全員
の合意が取れているところで避
難ビル指定　　　　　　　      　一

番近いビルへの避難指導

3-3
災害弱者
対策

英語表記は今はなし
ライフガードが誘導する
地震及び津波避難マニュアル、

防災無線がある
街中に海抜表示、海岸では防
潮堤までのｊ避難経路を表示

「FM湘南ナパサ」と協定し英語、
ポルトガル語、タガログ語、スペ
イン語、中国語を放送

茅ケ崎市地域防災計画　地震
災害対策計画で、津波などの地
震災害全般で観光客、外国人

に関して言及

現状では不十分
観光客との避難訓練は東日本
大震災以降できていない

江の島を中心に避難標識の多
言語化を推進
観光地図に避難経路などの情

報の付加と検討

ピクトサインでの外国人対応
住民に従ってもらう
観光客用に防災マップを配布す

るよう依頼はしている

観光客も住民の一人として考え
て対応
海の家へ防災課が伺ってハ

ザードマップを掲示

3-4
その他

不特定多数の来訪者に向けた
情報提供より、地元教育が重要

訓練以外には講和を開催 - スマートフォンアプリで防災ナビ
を作成公開　　　　　　　普段は
観光案内に活用し、防災にも使

用可能

- 防災行政・メールを発信
1万人がメール登録
高齢者などの情報難民には電

話やFAX等を利用
湘南ビーチFMへの割り込み放
送し、ソイリンク（湘南地域の

SNS）と協定
市民向けのテレフォンサービ
ス、Yahoo!のブログと市のHPの
トップ画面で情報発信

3-5
持続性

今後も持続性が途切れない 比較的危機感は継続 - 地区ごとの避難訓練は活発自
主的な勉強会等もある
ある町内会では独自マニュアル

をを作成

2011年は危機感が高かったが
現在は低下

-

4-1
内容

2011年から
の変化

- 浸水想定も盛り込み実施2015
年には平日に住民を巻き込んだ
訓練を実施

住民向け避難訓練を実施
海浜利用者へライフセイバーに
よる誘導訓練を実施

住民向け避難訓練は活発
観光客向け避難訓練は実施で
きていない

自主防災組織が実施
３つの海水浴場で毎年実施　オ
レンジフラッグを掲げる

昔より海開き前後に津波対策も
含め2回開催　　　　　　　県の共
同開催と逗子市主催

避難ビルを開いて避難
観光客へ特別実施はしない

4-2

避難訓練の
課題と対策

- 「新港」については国道134号線

が事実上一番高く、避難ビルは
ない

防災行政無線が聞き難い

避難先施設に不安(施錠解除な
ど)

一次避難所と二次避難所の違

いの周知
橋は使わないと、片瀬江ノ島地
区では高台避難不能
幅員が狭く、高木が多い経路と

して使えない可能性

意識の薄れを広報

津波動画の制作、DVDレンタル
等は反響が大きい

現在の避難場所で市民の倍以

上の確保可能　　　　　　　　　海
側の市民に少ない

4-3
参加者から

の声

逃げ方の課題がある　　　　自主
訓練への要望

- - アンケートを実施し、住民の不
安に応える

避難計画策定時のワークショッ
プで意見を抽出

津波ワークショップの結果を実
行計画にまとめた

地形的に、2階以上に逃げる垂
直避難を普及

住む場所の災害リスクに合わせ
た住み方の伝授
町並景観は崩せないが、海岸

線のマンション群は津波を吸収
し、津波の速度を弱める防災貢
献施設

4-4　今後の

予定

北浜の津波避難ビルが完成こ

れを活用する訓練へ、海にいる
人（サーファー等）や釣り客が避
難ビルを利用

ハザードマップ全戸配布　図上

訓練　　　　　　　　　　　海水浴場
等の避難訓練

あり 観光客向けの避難訓練を再開

する必要
- -

6-2
住民向け

ハザードマップ（2015年5月）を
全戸配布、HP掲載

津波ハザードマップ、海抜表示
板、講話、小中学生向けDVD

防災行政用無線、ラジオ、テレ
ビ、携帯電話等

地域の浸水範囲や避難経路地
図等を住民に提供、Web閲覧可

読本の配布、マップ、看板、路
面シート

標高シールの掲示
路面シートは、夜間発光

6-3
観光客・

外国人向け

ニーズがない
防災サインの英語表記をにはサ

インの再整備を伴う

FMナパサ、外国語版ハザード
マップの看板を競技場等に設

置、津波避難ビルのマップ配
布、オレンジフラッグ、ビーチセ
ンター放送、避難誘導版設置

特別な用意はない
海浜利用者向けにライフセイ

バーによる避難誘導

江ノ島では避難経路の路面埋
込み式の路面標示を整備

新たな表示には英語表記を付
ける等の工夫

特になし
観光案内所においてくれれば提

供できるが、事前に目を通して
おいてくれるとよい

外国人向け警報メールはある
が、登録者が５，６名

外国人居住地は池子で市街地
まで出てこず、横浜横須賀道路
で横須賀に抜けてしまう

7-1
行政他課・
他団体・住
民との連携

自治会防災組織、防災ミーティ
ング（ボランティア団体）等と100
人のミーティングを開催し情報
共有

横須賀新田は茅ヶ崎側へ避難
と市町村をまたがる
金目川西岸も大磯町へ避難
FMナパサやレモンガス、アクア

クララなど）と情報・物流面で協
定

制度的にはあるが実効性は不
明

江ノ島では多様な関係者が参
画し、防災計画策定
東日本大震災をきっかけに、市
役所内の部署連携が進み、人

員増強
土木、建築部署との連携は一層
進む

情報共有、市民と民間事業者と
の防災協定による物資や場所
の提供、運送協力など

7-2
行政他課・
他団体・住
民望むこと

相模川周辺7市4町が集まる
他団体、住民に物足りなさを感
じていない

湘南の自治体連携で取り組む
べき

旅行業や引率者は想定可能
個人客は客の方が考える

「公助」だけでは難しい　　「自
助」「共助」が必要
弱者登録制度の名簿は完成し

ているので、今後はメンテナン
ス、バージョンアップの段階

対策は考えているが観光客・外
国人・弱者に対する方針はない

わかりやすい表記の工夫
住民の行動をもとに避難
要支援者リストはある

ハザードマップの配色の統一

自治体協で連携（平塚・二宮と）
県主導の「沿岸市町津波連絡

協議会」での連携は始まったば
かり。

目下検討中
隣接市町村とは津波以外の防

災についても話し合う予定。

制度的にはあるが実効性は不
明

県主導の合同避難訓練程度
ゴルフ場の広域避難所を設置

し、茅ヶ崎市民も避難
市を超え鎌倉と自治会が協定
江ノ電、小田急が道路標識や地

盤の高さ標識などの統一

発災時は広域連携が重要
近隣自治体といくつかの枠組み

（湘南、三浦半島等）
日常的に「防災会議」で県、広
域、自衛隊と連携

自分が置かれた場所で行動で
きるトレーニングが来訪者への
備えになる

新たな津波想定に対する訓練と
対策

住民の意識改革と訓練による避
難ルート確定、避難方法の確定
防災行政用無線が聞こえづらい

地域への補完手段として、新型
防災ラジオを開発
津波一時退避場所に防寒シー

トや簡易トイレ等の備蓄オート
ロックマンションとの協議の前進

町の構造を変えることはできな
いため、意識を持ってもらうこと
が重要

防災HPがツイッターに流れるし
くみはあるが、今後防災課が流
すことを検討するなど、情報発

信はこれから
津波時は河川も課題

今のところはない

8
災害弱者（観光客、外国
人、要支援者）への津波

避難対策の思い、方針

9
広域連携の実態、

すべきこと

９
その他、津波避難対策上
の課題

１
自治体特性

3

避難対策

4
津波避難

訓練

6
情報提供

7　　　　自
治体内連携
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表6　観光担当者に対するインタビュー調査の結果
大磯町 平塚市 茅ケ崎市 藤沢市 鎌倉市 逗子市
首都圏に近接
庭園文化、山、海

マス観光にそぐわない

首都圏に近接
七夕祭りとスポーツ

首都圏に近接
近代の別荘地、保養地

鉄道/車アクセス良好
海水浴と江の島

首都圏に近接
鉄道アクセス良好

車アクセスは渋滞
観光客密集率日本一

遠方からの観光客は意
外と少ない

２　観光

入込実態

2-4海水浴

場入込

80,000-90,000人

多摩地域の車増加
（圏央道）

150,000人（海水浴のみ)

年間利用は30-35万人

143,200人（2014） 3,760,000人（2012） 692,000人（2016） 588,500人（2015）

(観光基本計画なし） (観光基本計画なし） 津波避難活動計画
避難計画はオレンジフ

ラッグに準拠

なし 鎌倉市観光客等地震・
津波ガイドライン（2013）

逗子市地域防災計画
（地震津波対策計画編）

海水浴場で毎年実施 7月帰宅困難者に実施

津波対策訓練は毎年

海水浴場津波避難地図

津波避難活動計画

なし 毎年ライフセイバー・海

の家等が参加して実施

観光客と住民の避難訓

練を実施
なし 連携は必要ない なし なし 観光分野ではなし なし

避難地図を掲示
情報提供

避難地図の掲示
情報提供

避難地図の掲示
観光地図にも記載

標識の多言語化
観光地図に記載を検討

海水浴客の避難訓練

誘導者に避難地図周知
修学旅行への対応

観光客・外国人への情
報提供を検討中

風評被害対策を検討中

防災行政無線
市の広報車

オレンジフラッグ
観光協会や観光事業者

の協力

１自治体観光特性

３　観光基本計画での津
波基本方針

４　観光者への避難訓練

５　他自治体との連携

６　観光客への津波避難
情報提供

 

 

の連携や「湘南地域」「三浦半島地域」などの括りによる連携が

制度的には現存するが、今後はさらに実効性を高めるとともに、

参加自治体の枠組みについても検討の必要があると考えられて

いた。 

 その他の面では、災害発生時の無線等の設備・備品等の性能向

上やメインテナンスの重要性や、避難訓練の効果を上げる必要性

を考えている自治体が多かった。また、将来確実に津波の被害を

受けることが予測されているとはいえ、すぐに街自体の構造を変

えることは現実的には叶わないので、津波発生時の住民意識や来

訪者意識の向上が減災のためには重要となるという意見を聞く

ことができた。 

 

3-3.  観光担当者に対するインタビュー調査の結果 

 観光関係のインタビュー調査のヒアリング項目は上述したと

おり、大きく6の項目に分けて行った。そして、防災担当者に対

するインタビュー調査と同様に、本項ではその中から、主な点を

まとめ、考察を加えることにした（表6）(3)。 

 はじめに、各自治体の観光面における特性については、どの自

治体も首都圏に近接していることが特徴であると認識している

点、鎌倉市における渋滞などを除けば鉄道や車のアクセスが良好

であると認識している点が共通して確認できた。 

 その様なアクセス性や交通利便性が良い中で、各市町の海岸地

域への海水浴等の観光入込客数は、最小の大磯町でも80,000人、

最大の藤沢市においては 3,760,000 万人にものぼり、非常に多く

の観光客が海岸を来訪する状況が明らかとなった。また平塚市な

どのようにビーチバレーやボードウォークなど海水浴以外の施

設を整備している海岸では、海水浴客の倍以上の来訪者が海岸に

訪れる実態も明らかとなった。 

 続いて、観光基本計画に基づく津波基本方針の聞き取りをした

ところ、大磯町と平塚市ではそもそも観光基本計画自体を策定し

ていない状況にあることが明らかとなった。また、藤沢市につい

ては観光基本計画の中で、津波に対しては特に定めがない一方で

茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市では明記された活動計画が準備されて

いる実態が明らかとなった。つまり同じ相模湾沿岸地域といえど

も、そもそも観光に対する計画が策定されていないケース、策定

されていても津波対策が明記されていないケース、策定した観光

計画に津波避難を記述しているケースに分かれることが明らか

になった。 

 観光客への避難訓練については、防災担当者へのインタビュー

調査と同様、これまでに実施の実績があり、藤沢市を除くすべて

の市町で現在でも、住民を主体としながらも観光客の参加も確認

できる訓練を実施している実態が明らかとなった。 

相模湾沿岸地域における観光部門の津波に対する自治体間連

携については、現在存在しないことが明らかとなった。相模湾沿

岸地域では、海岸近くを JR東海道線や国道1号線、国道134号

線などが走っているため、東西の自治体間の観光行政連携が地震

や津波対策においても重要であると考えられる。しかし、津波被

害想定が相対的に軽微であると予想され、観光業が市の主産業と

は言えず、入込客が津波浸水地域ではない駅前の祭りやイベント

などに集中する平塚市では連携の必要に対するインセンティブ

は相対的に高くはないという状況にあることが明らかとなった。 

各自治体における観光客への情報提供については、日帰り観光

者を想定して、災害発生時にすぐに情報を確認できるように、海

岸地域の主要地点への避難地図の看板掲示および看板の多言語

化、サーファーや遊泳中の海水浴客などを対象として視覚的に津

波被害を知らせるオレンジフラッグの普及などの対策を共通し

てみることができた。また、観光客数が多い鎌倉市では、修学旅

行の引率者や団体旅行の誘導者に対する情報提供を行い、団体観

光客の避難に対する効果を上昇させようと考えている状況が聞

き取れた。 

 

4.  結論及び今後の課題 

以上、今回のインタビュー調査において、相模湾沿岸地域の6

市町の自治体防災担当者、観光担当者から、海岸観光地における

津波被害に対する自治体施策の概要を聞き取りまとめることが

できた。 

その結果、同じ相模湾に面する海岸を有する相模湾沿岸地域の

市町において、共通する特性と市町ごとに個別に異なる特性があ

ることが整理できた。 

共通する特性としては、観光客数の多少の差はあるものの、各

市町で海岸地域は主要な観光デスティネーションの 1 つと捉え

られていることや、日帰り観光客が多いため津波被害の注意喚起
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を実際に訪れている来訪者に直接訴えかけても効果が薄いと認

識していること、それと関連して津波避難対策は住民を中心に組

み立てられる傾向にあること等が確認される一方で、津波対策ガ

イドラインや津波避難ビルの設定、ハザードマップの作成など、

国や県の指針や情報が共有されているものについては、自治体間

で共通する取組を見ることができた。 

そして、市町によって異なる点としては、同じ相模湾沿岸地域

といえども、想定される津波被害の予測が西部よりも東部の市町

村で相対的に高くなっている事実などの津波被害の想定や、観光

入込客数などの違いから、担当者間の連携が緊密に行われている

わけではなく、特にその傾向が防災担当者よりも観光担当者に顕

著であることが明らかとなった。また、観光客に対する津波対策

は日帰り観光客が多い相模湾沿岸地域では効果的な打開策は見

いだされていない状況にあることが明らかとなった。多言語化対

応については、外国人に対する対策は外国人観光客が多い地域で

盛んというよりは外国人労働者(居住者)が多い地域において相

対的に活発である状況等が明らかとなった。また、津波避難訓練

については、すべての市町で行っている、ないしは行っていたこ

とが確認できた一方で、最も海岸地域への観光客が多い藤沢市に

おいて一時的に中断されている状況も明らかとなった。さらに自

治体連携については防災担当者についてはいくつかの市町をま

たいだ連携が見られるものの相模湾沿岸地域を一体的に捉えた

連携には至ってない点、観光担当者については津波や地震などに

対する対策を複数自治体で連携して行う実体がなく、その意向も

決して高くない状況が伺えた。 

以上、今回のインタビューは自治体間をまたがり統一的質問内

容を分担して行った調査であった。そのため、自治体ごとの個別

具体的な情報を深く聞き取るということは行わなかった点に調

査の限界があり、今後その点に関する調査を深めていくことが課

題として残されている。 

 具体的に残された今後の課題としては、自治体施策としては、

相模湾沿岸地域をまたがる広域連携が必要であると考えられた。

また観光的側面については、まずは全ての自治体で観光計画を樹

立した上で、各々の地域における対策を検討することが必要であ

ると考えられた。 

 

補注 

(1) 逗子市については、防災課へのインタビューで観光分野の情

報も聞き取れたため、１課のみのインタビューとなった。 

(2)ヒアリング項目「2 現在、想定している地震・津波の種類、

規模」については、下記を参照のこと。 

「津波浸水予測図について - 神奈川県ホームページ(2018年11

月26日現在)」http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360944/。 

ヒアリング項目「5 避難訓練について人材育成をしているか」

については十分な情報が得られなかったため割愛した。 

(3)調査項目2-1～2-3は、上述の観光実態調査と重なるため割愛

した。 
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