
台風第１１号災害対応検証会議概要 

 

開催日時 平成２６年８月２７日（水）１４：００～１５：３０ 

開催場所 ６階庁議室 

出席者  別紙 

会議資料 台風第１１号による対応状況及び被害状況，各部災害対応検証票 

 

（司会） 

・台風第１１号災害対応検討会議を開催する。 

・検証会議に先立ち災害対策本部長である末松市長より挨拶を行う。 

（本部長） 

・８月９日から８月１０日にかけて災害対応をおこなった台風第１１号に関

する検証を行う。 

・台風１１号は，非常に速度が遅く停滞する前線の影響により各地で局地的に

猛烈な雨を降らせた。本市においても主要河川である鈴鹿川，中ノ川，堀切

川が早い時点で水位が上昇し危険なレベルに達した。このため一部地域に

「避難準備情報」「避難勧告」を発令し警戒体制を整えた。また，土砂災害

警戒情報，さらに三重県で初となる大雨特別警報の発表がされた。大雨特別

警報は数十年に一度の大雨がもたらす場合であり，これまでにない危険な状

態であることを住民に知らせ直ちに「命を守る行動」をとってもらうために

発表されるものである。この特別警報の重みを鑑み，本市の広範囲にわたっ

て河川氾濫，土砂災害，内水氾濫による浸水被害の発生する危険性が一層高

まったと判断し，避難行動の安全性を考慮し暗くなる前に市内全域を対象と

した「避難指示」を発令した。 

・災害対策本部会議の構成員及び支部の代表，加えて国土交通省と三重県から

オブザーバーとしての参加をいただき，本市として初めてとなる「特別警報」

への対応や市内全域への「避難指示」の発令を踏まえ台風第１１号の対応に

ついて検証を行い，今後，改善すべき点ついて議論していきたい。よろしく

お願いする。 

（司会） 

・オブザーバー紹介する。 

・あらかじめ配布した資料に基づき，台風第１１号の説明を防災危機管理課長

に説明させる。 

（防災危機管理課長） 

・台風の大きさ，進行状況，時間等の説明 

・台風時の雨量等の市内状況を説明 



・河川の水位状況の説明 

・被害の説明 

（司会） 

・台風第１１号の対応内容，検討課題，対応策を各部長より説明をお願いする。 

（総務管理部長代理） 

・総務管理部としての対応は，鈴鹿市災害対策本部運営マニュアルに基づき，

本年４月より内閣府より通知のあった「避難勧告等の判断・伝達マニュアル

作成のガイドライン」を基本として行動した。 

・資料に基づき総務班から説明する。 

（総務班班長） 

・特別警報の市民への周知については，J-アラート（防災行政無線）とメディ

アからの放送であった。今後は，メール配信やＣＡＴＶ等を活用した周知も

併せて行う。 

・「命を守るための行動」の具体的な周知が必要であった。今後は，事前に特

別警報発表に対応した適切な内容の周知を図る。 

・避難指示については，広範囲に災害が発生する可能性や夜間避難の形勢を考

え，市内全域かつもっとも強制力のある「避難指示」が発令された。課題と

しては予想される災害種類ごとに地域を特定する必要，避難指示の判断基準，

迅速な市民への周知方法，避難所との連携を考慮する必要がある。 

・市内全域への避難指示が市民に不安や混乱を与えた，その中で企業の一部に

ついても避難に関する理解が不足した部分があった。この対応として気象台

との連携をとり，早めな準備を行っていく。市民や企業の受け止め方，実際

の行動を検証して，避難指示のコメントの内容や情報提供の方法を見直して

いく。市民への認知度をさらに向上させる。企業との協議の場を持ち避難者

の受け入れ要請を行う。 

・土砂災害の恐れのある地域の避難情報発令対象地域を特定するのに時間を

要した，土砂災害の避難対象区域を簡易に特定できるよう改善した。 

（総務管理部長代理） 

・他の各班の説明をする。 

・動員班については，避難所の開設に伴い，開設に要する人員３０名の内２０

名を調査班から動員した。一部の班に人員が偏ったため，急な応援要請に備

え動員可能人数を把握しておくこととした。 

・広報連絡班の対応について説明する。ホームページ，メルモニ，CNSのＬ時

放送の文面作成が遅れた。対応策としては，事前にフォーマットを作成して

おくことで，今後は迅速に対応する。 

・Ｌ時放送の情報発信方法について，最新情報がテロップ後半に流れたため，



視聴者に解りづらい部分があったと思うため，最新情報を先頭に流れるよう

に改善する。 

・ホームページで外国語対応でなかった。現在５ヶ国語対応するための自動翻

訳システムを導入中であり，導入しだい対応する。 

・国際交流協会との連携によるツイッターによる情報発信は継続して行う。 

・管理車両班については，今回，避難所の開設に伴う車両の要請が複数の班か

らあったため，連絡系統を明確にする必要がある。今後は，避難所開設の実

働となる救助施設班と連絡体制を整える。 

・調査班については，避難所を開設するための人員として多数応援にまわした。

実被害がでた場合は，人員を応援にまわせないため，災害の状況に応じて対

応できるよう検討する。 

（市民対策部長） 

・救助施設班については，今回始めての鈴鹿市全域の避難指示となり，台風時

に開設している避難所のほか，全小学校に避難所を開設することとなったた

め，人員の不足，車両の手配，避難所開設の用品の準備に苦慮した。また，

人員の交代についても車両が限られていたためままならなかった。今後は，

災害の状況に応じた人員の配置等を検討する，また他の班に人員要請するこ

ととなる場合についての対応も含めて体制を検討する。 

・小学校に配備の無線機は職員室にあり，避難所となる体育館にはないため，

今後，無線機の取扱いについて検討する。 

・救助物資班については，避難者への食料品等の提供の有無等，混乱が生じた，

今後は，連絡体制を改めて検討する。 

・食糧班，医療班，衛生清掃班については，要請があれば速やかに対応できる

体制をとっていた。 

・災害対応とは異なるが，日曜窓口の開催について災害対策本部会議でも報告

したが，災害対策本部設置時における窓口閉鎖のルールを作成する必要があ

る。 

（産業対策部長） 

・農林水産班については，この４月の機構改革により集落排水課が無くなった

ため人員が減っており，これに伴い技術職員が不足している，農業施設等の

パトロールを行う際は，事務職員と技術職員がペアとなり行うが，体制を組

めなかった，今後，班体制を見直し対応する。 

・市内のため池（106箇所）の現況確認できていない。人員等も関係するため

今後の検討課題としたい。 

・商工班については，市内の商工事業者への避難情報の周知について準備不足

があった。情報提供の手法等を検討する。 



・公共交通についてですが，Ｃバスは警報が出た時点で運行委託業者と協議を

し対応した。 

（土木対策部長） 

・建設班については，排水ポンプ車（国土交通省保有）の配置をした，課題と

しては排水ポンプ車の運転業務の円滑化を図るため，運転業者への委託方法，

職員のスキルアップを行う。 

・避難情報発令に伴う，状況把握を目的とした緊急出動要請に対して，より迅

速な人員の派遣が必要。あらかじめ想定される支部に班員を待機させること

を検討する。 

・鈴鹿川の堤防道路を一部封鎖した。今後の検討課題として，封鎖の方法，区

間，時間等を三重河川国道事務所と協議を行う。 

・資機材の不足が生じたため，業者との協力方法を検討する。 

・営繕班については，人員の余剰が生じた，災害の内容により必要な班員数が

変わるため見直しを検討する。 

（司会） 

・国土交通省様，発言はありますか。 

（国土交通省 三重河川国道事務所長） 

・鈴鹿川の水位の上昇が急激であった。 

・堤防道路の封鎖について，水位等を市と国で協議する必要がある。 

（水道対策部長） 

・水道対策部としての課題は，風水害時は水道施設への被害が少ないため人員

の余剰が生じたため，人員数を検討する。 

・水道局舎と本庁舎が遠く，災害対策本部会議に出席するため出向くのは，水

道局の現場指揮に支障をきたす懸念がある，テレビ会議システム等の導入を

防災危機管理課と協議する。 

（教育対策部長） 

・学校管理班については，学校を避難所として開設するにあたり，全小学校の

管理者（校長等）への連絡について不確実であったため連絡網を見直す。 

・今回小学校を避難所として開設したが，職員の無線機の取扱いについて知識

不足であったため，無線機の取扱いの講習を行う。 

・小学校開設にあたり，学校への電話での問合せが多く対応に追われた，これ

により，避難者への対応に支障をきたした。対応方法を検討し配備体制を見

直す。また，今回は児童がいない時間帯であったが，児童がいる場合の対応

も検討する。 

・学校職員の備蓄用品について知識不足があった，今後は定期的に確認する。 

・学校開設にあたり，管理者（校長）の自宅が遠距離の場合開設に時間を要し，



開設前に避難者が到着の可能性があるため，支部又は本部での鍵の管理につ

いて検討する必要がある。 

・文化施設班については待機していた。災害対応は特に無い。 

・課題として，大きな災害が起きた場合などに，（避難所ではない）文化施設

に避難者が来た場合の対応が決まっていないので考えていく必要がある。 

（消防対策部長） 

・消防統制班については，詰所が狭隘であったため，８月２３日には，消防庁

舎４階に移して対応した。 

・本庁の電話回線が埋まっていたためか，消防に避難所や災害に関する問合せ

が多数入った。問い合わせ内容に的確に対応しきれなかった部分があったの

で，総務班と情報共有し対応できるよう徹底する。 

・消防分団の規定の人員が揃うまで時間を要したため，予測できる台風等では，

事前準備を徹底する。また，人員報告時やパトロール結果の報告等に消防無

線を利用するが，一部に本部との無線連絡が不十分なところがあったので，

無線での報告・命令伝達を徹底する。 

・消防活動班については，二次災害についても注意を払う必要がある。活動班，

分団共に装備を徹底する。 

・市民からの土のうの要請があった場合，分団で対応した。対応について天候

や要請者の状況等を踏まえて対応方法を検討する必要がある。 

・避難指示発令時の災害時要援護者からの救助要請への対応について，対応方

法を検討する必要がある。 

（本部長） 

・普段の台風の対応と，大雨特別警報の発表や避難指示を発令した場合の対応

の違いについて意見をいただきたい。また，市民の反応についても知りたい。 

（支部代表：牧田支部長） 

・避難情報や避難場所について問合せが多数入った，地域の防災情報を住民に

定期的に周知する必要がある。 

・自治会内での避難情報の伝達方法を検討する必要がある。支部や地域での同

報無線の操作できる必要があると考えている。 

・本部から支部への情報伝達が庁内 LAN，防災無線，職員メール等で行われる

が IFAX 等を活用した紙媒体での情報提供をいただきたい。それを基に自治

会等へ情報伝達していきたい。 

・避難所の開設は，救助施設班の役割であるが，開設に時間を要したので支部

が協力し連携をとった。 

（本部長） 

・避難指示発令後，避難者はいつごろ来たか。 



（牧田支部長） 

・牧田地区に関しては，暗くなる前に来ていただいた方もいる。 

（本部長） 

・（小学校に）避難された方が，テレビ，ラジオ等が無いため情報が得られず

状況の確認が出来なかったと聞いている。 

（牧田支部長） 

・自治会長より事後ではあるが同様の意見をいただいている。ラジオも１台し

かなく聞こえにくかった。携帯電話も途中で電池が無くなったと聞いている。

やはりそういった情報媒体が避難所に必要と考える。 

（国土交通省 三重河川国道事務所長） 

・亀山とかでは，名阪，名神，一号線が通行止めになり帰れない方が多数おら

れ，避難所に避難した事例があったが鈴鹿市ではどうか。 

（市民対策部長） 

・鈴鹿市でも数件あった，大雨警報解除になっても，通行止めが解除されない

ため，なかなか帰っていただけなかったため避難所の閉鎖が出来なかった。

岐阜から伊賀方面への帰宅途中に避難された方もあった。 

（本部長） 

・避難者が警察に連絡したら，最寄りの避難所を紹介してもらったとのこと。 

（市民対策部長） 

・ずいぶん以前にはなるが，同様に８耐（８時間耐久レース）時に帰れなくな

った事例があり小学校で１泊されたことがある。その時は鈴鹿市民の方はい

なかったと記憶している。 

（国土交通省 三重河川国道事務所長） 

・我々も，今後は（道路の）点検に入っているとかの事前情報を発信して帰り

やすい状況を整えていきたいと考えている。 

・河川の状況等の情報共有をしてきた。 

・避難指示を出すことについては，首長の判断である。ただ避難勧告・避難指

示を出されたら市民は避難所に行かなければならないと思われているとこ

ろに問題がある。河川の氾濫であっても２階へ行くことで十分な避難行動と

なる。ここのところの周知を市民へしっかりしていく必要がある。新たな被

災者を生むことに繋がらないようにしてもらうことが大事である。 

・我々も協力できることをやっていく。 

（本部長） 

・一昨年に人命を無くしているので，道路をいちはやく通行止めにしたり，地

下道の閉鎖等はできている。今後も国・県と連携をとっていく。 

 



（三重県 鈴鹿地域防災総合事務所長） 

・新聞でも出ていましたが，先日県の幹部が集まった場で防災対策部長が「ほ

とんどの市町が特別警報の発表に関わらず避難勧告等について検討してい

る様子が伺え，またほとんどの市町から気象庁の特別警報の発表のしかたに

対する疑問や不満が聴かれ，市町別あるいはブロック別の発表を求める声が

あがってきている」との報告があって，今後どうしていくかについては，市

町の検証を踏まえ，改めて市町と防災会議を開き避難勧告のあり方，今後の

対応策など市長と共に検討していくこととしている。また，気象庁に対しま

してはきめ細かな対応を要請していくこととしている。 

（三重県 鈴鹿建設事務所長） 

・ハードを中心とした対応のため避難行動等ではないが河川の水位情報を一

時間おきに提供し，活動に役立てもらうようにさせていただいた。道路冠水

については，決まった場所で起き注視は行っているが，市からの情報提供も

いただきたい。これからもよろしくお願いしたい。 

（司会） 

・最後に災害対策副本部長，大森副市長お願いいたします。 

（大森副本部長） 

・鈴鹿市の災害対策に今回の検討結果をもとに，今後さらに国，県，災害関係

機関と連携を深めると共に鈴鹿市の防災対策への強化充実と市民の皆様へ

の適切な情報提携等に取組んでまいりたいと考えている。この検証結果につ

いては庁内で議論を深め集約ができしだい，市民や関係の皆様に報告し防災

体制の充実，強化に役立てていきたいと考えている。本日は大変ありがとう

ございました。 

（司会） 

・これで，検証会を終了します。なお，今回の検証会の結果は，集約ができし

だい市民の皆様をはじめ，関係機関にホームページ等で周知する。 

  



（別紙） 

出席者一覧 

 

主要出席者 

市長 ····························· 本部長 

大森副市長 ······················· 大森副本部長 

宮﨑副市長 ······················· 宮﨑副本部長 

防災危機管理監 ··················· 防災危機管理監 

企画財務部次長（総務部長代理） ··· 総務管理部長代理 

保健福祉部長 ····················· 市民対策部長 

産業振興部長 ····················· 産業対策部長 

土木対策部長 ····················· 土木対策部長 

水道事業管理者 ··················· 水道対策部長 

教育長 ··························· 教育対策部長 

消防長 ··························· 消防対策部長 

牧田地区市民センター所長 ········· 牧田支部長 

白子地区市民センター所長 ········· 白子支部長 

玉垣地区市民センター所長 ········· 玉垣支部長 

石薬師地区市民センター所長 ······· 石薬師支部長 

 

事務局 

防災危機管理担当理事 ············· 司会 

防災危機管理課長 ················· 防災危機管理課長，総務班班長 

 

 

オブザーバー 

国土交通省 三重河川国道事務所長 

国土交通省 三重河川国道事務所総括地域防災調整官 

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所長 

三重県 鈴鹿建設事務所長 

 

傍聴者 

 １名 

 


