
植木小学校区フ'ロック

避難所マニュアル策定委員会関係者各位

令和 3年(2020年)2月 12日

玉縄地区自治町内会連合会会長正木重郎

玉縄地区社会福祉協議会会長小川サヨ子

玉縄地区防災会議議長渡辺寿三

植木小学校区プロック プロック長山崎 一

植木小学校区プロック避難所マニュアル策定委員会開催のお知らせ

日頃、玉縄地区防災会議の活動にご協力いただきありがとうございます。非常事態宣言発

出により、委員会の開催を延期したことで、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこ

と、心よりお詫び申し上げます。

様々な活動が自粛となる中で、明日にでも発生するかもしれない大規模災害に備え、避難

所運営等について話し合いの場を持つことは喫緊の課題となっており、玉縄地区防災会議で

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に配慮し、以下の日程で避難所マニュアル策定委

員会を実施いたします。

今回の委員会は、玉縄地区全体での防災体制構築の実質的なスタートとなります。時間的

な制限もある中で、皆様の顔合わせや今後の進め方などに絞って実施する予定です。会場も

玉縄支所に変更し、密を避けるため各学校区ごとの入替制とさせていただきました。避難所

マニュアル策定についての、本格的な議論は来年度から実施する予定です。皆様のご協力を

お願い申し上げます。

感染症拡大防止のため、出席者数を確認が必要となりますので、お手数ではございますが

出席予定者を、 3月5日(金)までに玉縄支所へ電話等でご連絡下さい。
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1 日時 植木小学校区避難所マニュアル策定委員会

令和 3年3月 18日(木)

14時00分から 14時30分まで

2 場所 玉縄学習センター第4集会室(3階)

※前回ご案内した場所から変更になっております。ご注意ください。

※駐車場に限りがありますので公共交通機関の利用をお願いいたします。

3 内容 出席者紹介と避難所マニュアル策定委員会の進め方について

4 参考 当日は、各学校区ごとの委員会を入れ替え制で実施いたします。

13:00--13:30 玉縄小学校区避難所マニュアル策定委員会

14:00--14:30 植木小学校区避難所マニュアル策定委員会

15:00--15:30 関谷小学校区避難所マニュアル策定委員会

16:00--16:30 玉縄中学校区避難所マニュアル策定委員会

各学校区ごとの委員会開催後30分で休憩と入替えを実施いたします。

5その他 開始5分前までにはお集まりくださいますようお願い申し上げます。

発熱や体調に不安のある方は、ご出席をお控えください。

出欠等のご連絡

玉縄支所電話 44-2217 今井伸 行

委員会の内容についてのお問合せ

玉縄地区防災会議事務局江上健

電話 090・3068・5107



令和3年3月18日 植木小学校区避難所運営マニュアル策定委員会受付票

・メンバー構成 《敬称略》

※状況により委員会の開催を延期する場合は、改めてご連絡いたします。

所属 氏名(役職)

1 大船コーポピアネーズ管理組合(防災部) 理事長本間鈴次

2 植木町内会(防災都) 会長山崎一二(プロック長)

3 東急ドエルアルス鎌倉植木管理組合(防災部) 会長川合昭夫

4 オーペル鎌倉植木管理組合(防災管理委員会) 理事長松波清二(委員長)

5 オーペル鎌倉植木管理組合(防災管理委員会) 副理事長兼防災担当理事阿草龍ニ

6 植木小学校 校長渋谷歩

7 植木小学校 教頭安清佳子

8 玉縄地区防災会議 議長渡辺寿ニ

9 玉縄自治町内会連合会 会長正木重郎

10 玉縄地区社会福祉協議会 会長小川サヨ子

11 第九地区民生児童委員 協議会会長深見正美

12 第九地区民生児童委員 植木小学校区担当平井潤子

13 青少年指導員 植木小学校区担当小宮敬子

14 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 管理者古江正人

15 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 地域連携担当者吉川泉

16 鎌倉市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター和智章宏

17 玉縄支所 玉縄支所長今井伸行

18 玉縄支所 玉縄支所担当係長渡漫浩平

19 鎌倉市防災安全部総合防災課 未定

20 鎌倉市教育委員会教育部学校施設課 未定

21 玉縄地区防災会議 事務局江上健

21名



令和 3年(2020年)2月 12日

玉縄中学校区プロック

避難所マニュアル策定委員会関係者各位

玉縄地区自治町内会連合会会長正木重郎

玉縄地区社会福祉協議会会長小川サヨ子

玉縄地区防災会議議長渡辺寿三

玉縄中学校区プロック プロック長鈴木康夫

玉縄中学校区プロック避難所マニュアル策定委員会開催のお知らせ

日頃、玉縄地区防災会議の活動にご協力いただきありがとうございます。非常事態宣言発

出により、委員会の開催を延期したことで、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこ

と、心よりお詫び申し上げます。

様々な活動が自粛となる中で、明日にでも発生するかもしれない大規模災害に備え、避難

所運営等について話し合いの場を持つことは喫緊の課題となっており、玉縄地区防災会議で

は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に配慮し、以下の日程で避難所マニュアル策定委

員会を実施いたします。

今回の委員会は、玉縄地区全体での防災体制構築の実質的なスタートとなります。時間的

な制限もある中で、皆様の顔合わせや今後の進め方などに絞って実施する予定です。会場も

玉縄支所に変更し、密を避けるため各学校区ごとの入替制とさせていただきました。避難所

マニュアル策定についての、本格的な議論は来年度から実施する予定です。皆様のご協力を

お願い申し上げます。

感染症拡大防止のため、出席者数を確認が必要となりますので、お手数ではございますが

出席予定者弘 3月5日(金)までに玉縄支所へ電話等でご連絡下さい。



 

記 

 

１ 日時  玉縄中学校区避難所マニュアル策定委員会 

令和 3 年 3 月 18 日(木) 

 16 時 00 分から 16 時 30 分まで 

 

２ 場所  玉縄学習センター第 4 集会室(3 階) 

 

      ※前回ご案内した場所から変更になっております。ご注意ください。 

※駐車場に限りがありますので公共交通機関の利用をお願いいたします。 

 

３ 内容  出席者紹介と避難所マニュアル策定委員会の進め方について 

 

  ４ 参考  当日は、各学校区ごとの委員会を入れ替え制で実施いたします。 

         13:00～13:30 玉縄小学校区避難所マニュアル策定委員会 

         14:00～14:30 植木小学校区避難所マニュアル策定委員会 

         15:00～15:30 関谷小学校区避難所マニュアル策定委員会 

         16:00～16:30 玉縄中学校区避難所マニュアル策定委員会 

        各学校区ごとの委員会開催後 30 分で休憩と入替えを実施いたします。 

 

５その他  開始 5 分前までにはお集まりくださいますようお願い申し上げます。 

発熱や体調に不安のある方は、ご出席をお控えください。 

 

 

 

出欠等のご連絡 

玉縄支所 電話 44－2217 今井 伸行 

 

委員会の内容についてのお問合せ 

玉縄地区防災会議 事務局 江上 健  

電話 090-3068-5107   



令和3年3月18日 玉縄中学校区避難所運営マニュアル策定委員会受付票

・メンバー構成 《敬称略》

※状況により委員会の開催を延期する場合は、改めてご連絡いたします。

所属 氏名(役聴)

1 鎌倉ロジュマン自治会 会長小川紀行

2 鎌倉ロジュマン管理組合・防災本部 理事長・防災本部長上野尚博

3 鎌倉ロジュマン管理組合・防災本部 安全防災理事新海啓次

4 鎌倉ロジュマン自治会 藤原健司(玉縄地区防災会議)

5 鎌倉岡本ガーデンホームズ自治会(防災委員会) 会長鈴木康夫(仮プロック長)

6 四季の杜自治会(防災部) 会長小野浩照

7 四季の杜自治会(防災部) 副会長青柳貴士

8 ラシエール鎌倉岡本ハイライズ自治会 会長大場員人

9 ラシエール鎌倉岡本ハイライズ自治会 副会長尾登洋子

10 ラシエール鎌倉岡本ノ、ィライズ自治会 防災部長中山恭一(理事長)

11 レックスガーデン鎌倉岡本自治会(防災班) 会長遠藤泰子

12 鎌倉グランマークス自治会(自衛消防隊) 会長(防災隊長代理) 白井克実

13 鎌倉グランマークス自治会(自衛消防隊) 防災担当役員(副隊長)橋本知子

14 鎌倉グランマークス自治会(自衛消防隊) 防災担当役員(副隊長) 岩崎昭人

15 玉縄中学校 校長岡田光生

16 玉縄中学校 教頭林達也

17 玉縄地区防災会議 議長渡辺寿ニ

18 玉縄自治町内会連合会 会長正木重郎

19 玉縄地区社会福祉協議会 会長小川サヨ子

20 第九地区民生児童委員 協 議 会 会 長 深 見 正 美

21 第九地区民生児童委員 玉縄中学校区担当 曽田健二

霊 青少年指導員 玉縄中学校区担当 白井克実

22 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 管理者古江正人

23 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 地域連携担当者吉川泉

24 鎌倉市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター和智章宏

25 玉縄支所 玉縄支所長今井伸行

26 玉縄支所 玉縄支所担当係長渡遁浩平

27 鎌倉市防災安全部総合防災課 未定

28 鎌倉市教育委員会教育部学校施設課 未定

29 玉縄地区防災会議 事務局江上健

29名※一部重複記載あり



令和 3年(2020年)2月 12日

玉縄小学校区フ.ロック

避難所マニュアル策定委員会関係者各位

玉縄地区自治町内会連合会会長正木重郎

玉縄地区社会福祉協議会会長小川 サヨ子

玉縄地区防災会議議長渡辺寿三

玉縄小学校区ブロック プロック長高田隆

玉縄小学校区プロック避難所マニュアル策定委員会開催のお知らせ

日頃、玉縄地区防災会議の活動にご協力いただきありがとうございます。非常事態宣言発

出により、委員会の開催を延期したことで、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこ

と、心よりお詫び申し上げます。

様々な活動が自粛となる中で、明日にでも発生するかもしれない大規模災害に備え、避難

所運営等について話し合いの場を持つことは喫緊の課題となっており、玉縄地区防災会議で

は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に配慮し、以下の日程で避難所マニュアル策定委

員会を実施いたします。

今回の委員会は、玉縄地区全体での防災体制構築の実質的なスタートとなります。時間的

な制限もある中で、皆様の顔合わせや今後の進め方なと・に絞って実施する予定です。会場も

玉縄支所に変更し、密を避けるため各学校区ごとの入替制とさせていただきました。避難所

マニュアル策定についての、本格的な議論は来年度から実施する予定です。皆様のご協力を

お願い申し上げます。

感染症拡大防止のため、出席者数を確認が必要となりますので、お手数ではございますが

出席予定者弘 3月5日(金)までに玉縄支所へ電話等でご連絡下さい。



記

1 日時 玉縄小学校区避難所マニュアル策定委員会

令和 3年 3月 18日(木)

13時00分から 13時30分まで

2 場所 玉縄学習センター第 4集会室(3階)

※前回ご案内した場所から変更になっております。ご注意ください。

※駐車場に限りがありますので公共交通機関の利用をお願いいたします。

3 内容 出席者紹介と避難所マニュアル策定委員会の進め方について

4 参考 当日は、各学校区ごとの委員会を入れ替え制で実施いたします。

13:00--13:30 玉縄小学校区避難所マニュアル策定委員会

14:00--14:30 植木小学校区避難所マニュアル策定委員会

15:00--15:30 関谷小学校区避難所マニュアル策定委員会

16:00--16:30 玉縄中学校区避難所マニュアル策定委員会

各学校区ごとの委員会開催後30分で休憩と入替えを実施いたします。

5その他 開始5分前までにはお集まりくださいますようお願い申し上げます。

発熱や体調に不安のある方は、ご出席をお控えください。

出欠等のご連絡

玉縄支所電話 44-2217 今井伸行

委員会の内容についてのお問合せ

玉縄地区防災会議事務局江上健

電話 090・3068・5107



令和3年3月18日 玉縄小学校区避難所運営マニュアル策定蚤員会受付票

・メンパー構成 《敬称略》

※状況により委員会の開催を延期する場合は、改めてご連絡いたします。

所属 氏名(役職)

1 台新町自治会(防犯防災自主組織) 会長大嶋一成

2 戸部本町町内会 会長小泉豊

3 戸部本町町内会 副会長福田幸雄

4 戸部本町町内会 副会長児玉

5 新宮町町内会(町内会防災部) 会長高田隆(プロック長)

6 坂本町町内会(自主防災組織) 会長杉山進

7 坂本町町内会(自主防災組織) 副会長石崎泰寛

8 坂本町町内会(自主防災組織) 会 計 原 秀 明

9 観音山町内会(防災部) 会長塩田丈嗣

10 山王町内会(山王町防災部) 会長水上浩志

11 玉川町町内会(本部長) 会長小津三男

12 岡本町内会 会長川崎征夫

13 岡本町内会 副 会 長 高 橋 忠 治

14 岡本町内会 副会長(防災担当)杉本有紀子

15 岡本町内会(防災部) 防災部長原修

16 岡本町内会(防災部) 防災部飛田睦美

17 パラシオン鎌倉玉縄自治会 会長生川尚子

18 パラシオン鎌倉玉縄自治会 管理組合理事長森信也

19 コスモ鎌倉玉縄自治会(防災部) 会長内田良治

20 DIKマンション自治会 会長角田時子

21 DIKマンション自治会 防火管理者松本昭

22 DIKマンション自治会 理 事 長 松 井 都 子

23 玉縄小学校 校長八神陽介

24 玉縄小学校 教頭高橋岐明

25 玉縄地区防災会議 議 長 渡 辺 寿 =

26 玉縄自治町内会連合会 会長正木重郎

27 玉縄地区社会福祉協議会 会長小川サヨ子

28 第九地区民生児童委員 協議会会長深見正美

29 第九地区民生児童委員 玉縄小学校区担当小林誠

30 青少年指導員 玉縄小学校区担当平野守久

31 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 管理者古江正人

32 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 地域連携担当者吉川泉

33 鎌倉市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター和智章宏

34 玉縄支所 玉縄支所長今井伸行

35 玉縄支所 玉縄支所担当係長渡温浩平

36 鎌倉市防災安全部総合防災課 未定

37 鎌倉市教育委員会教育部学校施設課 未定

38 玉縄地区防災会議 事務局江上健

38名



令和 3年(2020年)2月 12日

関谷小学校区プロック

避難所マニュアル策定委員会関係者各位

玉縄地区自治町内会連合会会長正木重郎

玉縄地区社会福祉協議会会長小川 サヨ子

玉縄地区防災会議議長渡辺寿三

関谷小学校区フーロック プロック長渡辺寿 三

関谷小学校区プロック避難所マニュアル策定委員会開催のお知らせ

日頃、玉縄地区防災会議の活動にご協力いただきありがとうございます。非常事態宣言発

出により、委員会の開催を延期したことで、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこ

と、心よりお詫び申し上げます。

様々な活動が自粛となる中で、明日にでも発生するかもしれない大規模災害に備え、避難

所運営等について話し合いの場を持つことは喫緊の課題となっており、玉縄地区防災会議で

は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に配慮し、以下の日程で避難所マニュアル策定委

員会を実施いたします。

今回の委員会は、玉縄地区全体での防災体制構築の実質的なスタートとなります。時間的

な制限もある中で、皆様の顔合わせや今後の進め方などに絞って実施する予定です。会場も

玉縄支所に変更し、密を避けるため各学校区ごとの入替制とさせていただきました。避難所

マニュアル策定についての、本格的な議論は来年度から実施する予定です。皆様のご協力を

お願い申し上げます。

感染症拡大防止のため、出席者数を確認が必要となりますので、お手数ではございますが

出席予定者を、 3月5日(金)までに玉縄支所へ電話等でご連絡下さい。



記

1 日時 関谷小学校区避難所マニュアル策定委員会

令和 3年3月 18日〈木)

15時 00分から 15時 30分まで

2 場所 玉縄学習センター第 4集会室(3階)

※前回ご案内した場所から変更になっております。ご注意ください。

※駐車場に限りがありますので公共交通機関の利用をお願いいたします。

3 内容 出席者紹介と避難所マニュアル策定委員会の進め方について

4 参考 当日は、各学校区ごとの委員会を入れ替え制で実施いたします。

13:00，_ 13:30 玉縄小学校区避難所マニュアル策定委員会

14:00，_ 14:30 植木小学校区避難所マニュアル策定委員会

15:00，_ 15:30 関谷小学校区避難所マニュアル策定委員会

16:00，_ 16:30 玉縄中学校区避難所マニュアル策定委員会

各学校区ごとの委員会開催後 30分で休憩と入替えを実施いたします。

5その他 開始5分前までにはお集まりくださいますようお願い申し上げます。

発熱や体調に不安のある方は、ご出席をお控えください。

出欠等のご連絡

玉縄支所電話 44-2217 今井伸 行

委員会の内容についてのお問合せ

玉縄地区防災会議事務局江上健

電話 090・3068・5107



令和3年3月18日 関谷小学校区避鍵所運営マニュアル策定委員会受付豪

・メンパー構成 《敬称略》

※状況により委員会の開催を延期する場合は、改めてご連絡いたします。

所属 氏名(役聡)

1 玉縄台自治会(防災部) 会長草道博

2 玉縄台自治会・ TTQ(玉縄台特別救助隊) 副会長・ TTQ隊長橘川五郎

3 玉縄台自治会・ TTQ(玉縄台特別救助隊) 寄j隊長吉村正明

4 新植木町内会 会長中川京子

5 関谷城廻町内会 会長正木重郎

6 関谷城廻町内会(防災防犯部) 防災防犯部長吉田充夫

7 関谷城廻町内会 総務部長宇野裕

8 早雲台自治会 会長塚越陽子

9 早雲台自治会(防災担当) 防災担当下回彰子

10 早雲台自治会 書記担当太田周

11 城廻自治会 会長渡辺寿三(プロック長)

12 城廻自治会(防災防犯部)・城廻自主防災隊 副会長(兼部長)・隊長江上健

13 城廻自治会・城廻自主防災隊 副隊長渡辺昌夫

14 星和城廻自治会 会長葛原和也

15 星和城廻自治会(保安都) 保安部長新井芳典

16 城廻清水小路自治会 会長(部会長)石井辰男

17 城廻清水小路自治会(自主防災都会) 災害対策本部長山守功

18 城廻清水小路自治会(自主防災部会) 鹿城譲

19 新風台自治会(自主防災部) 会長園谷光

20 鎌倉関谷スカイハイツ自治会(自主防災隊) 会長・防災隊長則座博道

21 鎌倉関谷スカイハイツ自治会(自主防災隊) 副隊長川村泰一

22 鎌倉関谷スカイハイツ自治会(自主防災隊) 副隊長芹津孝

23 ガーデンハイツ鎌倉玉縄自治会(自主防災隊) 会長・隊長三好和人(防火管理者)

24 鎌倉ピレジ自治会(管理組合防災部) 会長・防災部長下回三千代

25 関谷小学校 校長大野真由美

26 関谷小学校 教頭坂本車

重 玉縄地区防災会議 議長渡辺寿ニ

重 玉縄自治町内会連合会 会長正木重郎

27 玉縄地区社会福祉協議会 会長小川サヨ子

28 第九地区民生児童委員 協議会会長深見正美

29 第九地区民生児童委員 関谷小学校区担当大崎美紀雄

30 青少年指導員 関谷小学校区担当 明石憲治

31 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 管理者古江正人

32 地域包括支援センター ささりんどう鎌倉 地域連携担当者吉川泉

33 鎌倉市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター和智章宏

34 鎌倉養護学校 指導グループ長棋井陸行

35 すこやかセンター 小坂利子

36 宝縄支所 玉縄支所長今井伸行

37 玉縄支所 玉縄支所担当係長渡遁浩平

38 鎌倉市防災安全部総合防災課 来定

39 鎌倉市教育委員会教育部学校施設課 未定

重 玉縄地区防災会議 事務局江上健

39名※一部重複記載あり
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