
台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考

1

情報の収集 被害情報の
収集

情報収集カードの内容をGIS図上に入力し対応にあたったが，パ
ソコン画面上では市内全域の被害状況が把握しづらいため，改
善を要する。

災害対策本部室の市全域図に，付箋やマーカーで道路冠水や通
行止めなどの被害状況を明示し，視覚化する。

改善する

2

避難情報等
の提供

津地方気象台から事前の情報提供がなかったので特別警報が
発表されてからの対応に戸惑った面もあった。また，特別警報の
範囲が県単位であるため，災害箇所が特定できなかった。

県内市町全体の問題であるため，県を通して気象台に，早期の情
報提供や危険エリアの絞込みについて要望することにした。

対応中

3

特別警報の周知がJアラートとメディアからの放送のみであった
ため，メール・地域のテレビ・ラジオ等を使って伝達することや
「命を守るための行動」についても具体的な内容を伝達する必要
がある。

特別警報発表時の対応については，伝達手段や伝達内容等につ
いて，鈴鹿市避難勧告等の判断・伝達マニュアルに明記する。ま
た，特別警報の意味や，災害時の緊急情報の伝達手段につい
て，平常時から周知を行い，市民に情報が確実に伝わるようにす
る。

対応中

4

土砂災害警
戒情報対応

土砂災害警戒情報が出された際に，避難勧告の対象となる地
域，人口，世帯数の情報把握に時間を要し，避難勧告等を発令
するタイミングを逸した。

土砂災害危険箇所の対象地域と対象者をデータ化した。また，こ
のデータを避難勧告等の判断・伝達マニュアルに記載して，全庁
的な情報の共有化を図る。

対応中

5

避難指示の
発令 ・全市域，全市民を対象とした避難指示であったため，市民に不

安や混乱を与えた。
・避難指示の意味が伝わらなかった。
・災害の種類に応じた具体的な避難方法の説明が不足してい
た。
・予想される災害の種類とその地域を明示する必要がある。
・地域の危険度に応じ，避難勧告と避難指示を使い分けることも
必要
・企業の一部も避難指示の理解が不足していた。

・気象台等関係機関と連携を図り，早めに避難指示発令の準備を
行う。
・市民や企業の受け止め方や実際の行動を検証して，避難指示
のコメント内容や情報提供の方法等を見直す。
・国のガイドラインを参考に，避難指示発令の判断基準を見直す。
・これら見直し等は，避難勧告等の判断・伝達マニュアルに反映さ
せる。
・市民の適切な避難行動を促進するため，平常時から，避難指示
の意味や避難方法，避難場所，危険箇所等について広報・周知を
行う。
・企業と協議の場をもって，避難者の受け入れを要請する。

対応中

6

情報伝達手
段 緊急速報メール（エリアメール）の情報は役立ったとの評価はあ

るものの，配信に際し，３キャリアの同時配信に３人の職員が作
業に携わったため，より効率的な作業方法を考える必要がある。

緊急速報メール（エリアメール）の配信方法を改善するため，新た
なシステムを導入し業務の効率化及び迅速化を図る。

対応中

課題・問題点

特別警報対
応
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台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

7

避難情報等
の提供

情報伝達手
段

職員参集メールの配信に際して，配信済みの参集指示等の情報
を削除できないため，既に対応にあたっている職員に誤解を生じ
させたことから，メールシステムの改良が必要である

システム改修に向けて，システム構築業者と協議を行っている。 対応中

8
HP・メルモニ・L字放送・広報車用の広報文面の作成が遅れ，市
民への迅速な避難情報の周知ができなかった。また，情報の内
容としては，道路冠水等の被害情報の発信量が少なかった。

文面作製担当職員の配置を行い、文面フォーマットを事前に作成
しておくことで、今後は迅速に対応する。また，市民の安全のため
の情報をより詳しく情報発信する。

改善する

9
L字放送に関し、当初の避難情報に時間が経過するごとに追加
情報を入力した。このことで，最新情報がテロップの後半に流れ
てしまい，市民に対しわかりにくい避難情報の提供となった。

最新情報がテロップの先頭に流れるよう入力方法を改善する。 改善する

10
ホームページ等の情報発信は，現在日本語対応のみであるた
め，外国人には理解できない状況であったことから改善の必要
がある

ホームページについては，今年度中に５ヶ国語の自動翻訳システ
ムを導入するため，来年度からは対応可能となる。また，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する。

平成27年度
対応予定

11

事業者への
対応 避難指示発令に当たって，商工事業者等から営業や操業等の

相談があった際に，明確に回答できなかった。また，大規模集客
施設，観光施設の対応についても説明できなかった。市内の商
工事業者等への避難情報の伝達方法と非常時の対応について
明確化する必要がある。

企業向けマニュアルの作成及び業界団体経由やファックスでの情
報伝達等を検討する。

改善する

12

避難所にお
ける情報伝
達 避難者は自宅周辺の状況を気にしながら避難所に滞在している

にもかかわらず，市内の被害状況や気象情報が提供されていな
かった。

避難者に市内の被害情報や気象情報を提供するとともに，災害時
要援護者（視覚障がい者や聴覚障がい者）対策として，避難所に
テレビやラジオを設置することを検討する。

改善する
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No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

13

本部体制

市民からの問い合わせ（特別警報や避難指示の意味，市民のと
るべき行動，避難所開設状況，災害発生場所等）に対して，災害
対策本部のコールセンターや消防で的確に説明できなかった。
全ての職員の情報共有が必要である。

職員用の問い合わせ対応マニュアルを作成する。平常時には市
民に適時，災害の種類や気象状況に応じた適切な避難方法等の
広報を行う。

改善する

14

１１９番や消防本部への直通電話に避難所や災害に関する問い
合わせが多くあった。消防職員が特別警報，避難指示の内容な
ど情報把握ができておらず，市民への適切な回答ができなかっ
た。

対応マニュアル作成後にその周知を図るとともに，庁内LAN及び
職員メールの情報をホワイトボードに時系列を入れて記載するな
ど災害対策本部の情報共有を確実に行い，市民からの問い合わ
せに対応できるよう徹底する。

改善する

15
避難所の増設（小学校30校）に伴い，救助施設班から避難所対
応要員30名の動員要請があり，要員確保に時間を要したことか
ら，状況に応じた迅速な動員の実施が必要である

部間の応援要請（動員）に備え，各部の人員，所掌業務等を基
に，動員可能人数を把握しておく。

改善する

16

今回，避難所開設に調査班から20名の応援を出したが，平成24
年の台風第17号のときのような大規模な被害が生じた場合，調
査班からの動員は困難である。交代要員の確保や，また，一旦
調査が始まると，多くの人員不足が生じる可能性がある。

第３非常配備では，交代要員の関係で，4班中最大2班の活動を
限度とする。1度の応援体制は10人を限度とする。

改善する

17

配備体制

機構改革により集落排水課がなくなり農林水産班の技術職員が
減少した。パトロールや災害対応には技術職員が必要となること
から，技術職員と事務職員がペアで行動できる班体制が必要で
ある。

技術職員と事務職員がペアで行動できるよう班体制を見直すと共
に，他班への人員要請を検討する。

改善する

18

小田町の避難勧告発令に伴う避難状況の確認や椋川の水位の
状況把握のための依頼が建設班にあった。このような状況下で
は建設班は応急対応に手一杯であり，状況把握にあたれないこ
とから別班の対応も検討する必要がある。

水防パトロールは消防活動班の業務でもある。避難者の確認は
支部の業務となっている。今後は，建設班，消防活動班，支部と
の連絡調整を図り，円滑な対応を行うことにする。

対応済

問合せ対応

応援体制
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No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

19

本部体制 配備体制
営繕班の今回の配備人数は17名であった。営繕班は公共施設
の被害判断や処置対応にあたるが，大雨のときは公共施設の被
害が比較的生じにくい。このことから，建設班の応援などにあ
たったが，大半の人員が待機状態であり人員の余剰が生じたた
め配備体制の見直しが必要である。

他班の応援も必要であるが，配備体制全体としての配備人員の
見直しを検討する。また，鈴鹿市災害対策本部運営マニュアルの
配備体制について，風水害と地震災害に分けて配備することも検
討する。

改善する

20

第３非常配備体制は給水班7名，工務班18名で対応となっている
が，台風など風水害時は水道管の損傷や断水被害が生じない
ため，人員の過多が生じたため配備人員の見直しが必要であ
る。

台風など風水害時の第３次非常配備の対応について，発令された
初期は縮小体制とし，必要に応じて増員することとするなど，人員
数の検討を行う。

改善する

21

公用車の手
配 避難所の増設（小学校30校）に伴い，30台の公用車の準備に対

応したが，動員班，救助施設班及び救助物資班から同様の内容
の連絡が混在したことから，どの班が連絡するのか連絡系統を
明確にする必要がある。

今後は，救助施設班等の実働部隊からの連絡に一本化すること
にした。

対応済

22

非常時の庁
舎利用 ・非常配備体制の中で，庁舎内市民ギャラリーでイベントが開催

されており，警報発表時などの中止勧告などのルールが設けら
れてないため，対応に苦慮した。
・また，１０日に日曜窓口を実施したが，緊急時における窓口閉
鎖のルールが設けられていないのでルール作りが必要である。

非常時におけるイベントへの中止勧告等の実施や窓口閉鎖の
ルールを作成する。このことは業務継続計画の中でも改めて検討
する。

改善する

23

本部会議へ
の参加方法 水道局庁舎と本庁舎の距離が離れているため、水道局長が災

害対策本部会議へ出席するための往復に時間がかかる。また，
本部詰めになってしまうと現場指揮に支障をきたす懸念がある。
今後予想される地震災害時などの対応も考えて指揮命令系統
の確保を検討する必要がある。

災害への対応を的確に行うため局長は，水道局で対応にあたるこ
ととし，テレビ会議システムを利用した災害対策本部への出席に
ついて防災危機管理課と協議する。

改善する

24

避難所の
開設・運営

配備人員の
不足 救助施設班で今回の「避難指示」に対応すべく保育所を除く全班

員に招集をかけたが人員不足が生じた。市民対策部各班及び
動員班に要請を行って対応を行ったが，招集連絡から学校配置
までに時間を要し，「避難指示」が先行することとなったことから，
配備人員の見直しが必要である。

配備体制については，単独公民館，小学校その他の施設が避難
所となることを想定し，交代要員も含めた配備人員の増員を行う。
まずは，救助施設班で保育所職員も含めた体制の見直しに取り
組むこととするが，避難所開設数が多くなると班員だけでは不足
することから，市民対策部，他の部の職員も含めて配備人員の見
直しを行う。

改善する
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No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

25

避難所の
開設・運営 全小学校開設にあたっては30台の車両が必要となるが，その後

の各部の対応も考慮し，集中管理と各課管理を併せて半数の15
台しか確保できなかった。やむを得ず2校分乗り合わせで対応を
行なったが，このことにより避難所開設に時間を要した。

26
避難所閉鎖撤収時に使用済み毛布等の物品の回収も併せて行
なえれば効率が良かったが車両不足により実行出来なかった。
後日改めて回収する必要が生じるなど事後対応となった。

27

避難所開設
袋の不足 全小学校を避難所として開設したが，避難所開設袋を持って

行ったのは2校のみであり，有効に活用できなかった。また，避難
所開設袋の数量が避難所数に対して少なく装備品の拡充が必
要である。

避難所開設袋の必要数及び常備すべき装備品等について再検討
を行い，必要数の確保に努める。また，学校の備蓄庫に保管する
ことも検討する。

改善する

28
半固定式の無線の取扱い方法の再徹底，携帯型無線の増設や
利用していない庁内配置分の無線の再配置などを検討する。

改善する

29 校園長会で，防災無線の移設等取扱方法について講習を行う。 改善する

30

庁内ＬＡＮの部署メールで指示をしたため，すぐに回答が戻って
こない学校があった。事情により管理職が待機できない学校が
あり，待機した職員が庁内ＬＡＮを利用できないため，電話で個
別に連絡を行なった。庁内LANの部署メール以外の連絡手段を
確保する必要がある。

メールの指示と併用して，防災無線のグループ機能を活用する。
防災無線の取扱い方法など習得するため講習を実施する。

改善する

災害対策本部から，半固定式の防災無線を職員室から体育館
へ移すよう指示を受けたが，方法がわからず，一部の学校で移
動できていなかった。このため，本部との通信は個人の携帯電
話を使用することとなった。

車両の不足

防災無線の
取扱い

避難所の開設や閉鎖に当たっては，避難所１箇所につき1台の車
両の確保が望ましい。
かつ，交代要員派遣も考慮するとその倍の車両が必要となる。こ
れらを確保できるよう管理車両班と協議検討を行う。

改善する
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No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

31

避難所の
開設・運営

食料品等物
資の提供 避難者から食料品の提供等の問い合わせがあり，避難指示発

令後は小学校や公民館に備蓄してある乾パンを提供した。中学
校への避難者には救助物資班が救助物資を輸送し提供を行
なった。

避難者数の把握は救助施設班が行っているため，毛布の追加や
乾パン提供の連絡なども救助施設班を通して行うことが多かっ
た。救助施設班，救助物資班，食料班の役割分担を再検討し，担
当各班が直接交信を行うなど連絡体制を改めて検討する。

改善する

32

連絡網

全小学校や中学校２校の避難所開設に当たり，校長会緊急連絡
網にて避難所開設の協力を要請した。しかし，連絡網の一部が
機能せず，管理職の到着に時間がかかった学校もあった。

校園長会の連絡網による連絡を徹底し，最終者は連絡の完了を
学校教育課へ報告するように連絡網を見直し徹底する。

改善する

33

学校の配備
体制の整備

避難所開設がｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等に掲載されたことから，学校に避難に
関する電話の問い合わせが多数あり，各校長による避難者対応
に支障をきたした。

平日と休日や暴風警報発表など気象条件に応じ，場面を考えた
配備体制を考える必要があるため，避難所の開設に備えた配備
体制を各学校にて整備する。

改善する

34

避難所開設
体制 今回，避難指示の発令により，管理者（校長）に避難所開設を依

頼することになったが，現状の体制では，開設前に避難者が到
着する可能性があるため，本部又は支部での鍵の管理体制に
ついて検討する必要がある。

学校を避難所として開設する場合において，迅速な対応を行うた
め，本部の体制強化や支部等での鍵の管理についても検討する。

改善する

35
市職員の中には学校の備蓄に関する知識が不足しており，備蓄
用品などの提供に支障をきたしたため，保管状況の確認などが
必要である。

改善する

36
空き教室を備蓄倉庫にしている学校があるが，教室内に机等が
積み上げられ，備蓄品の持ち出しに支障をきたした学校もあっ
た。

改善する

備蓄物資の
管理

市において，各小学校にて備蓄されている災害物資について，備
蓄場所や鍵の保管場所，品目，数量等を定期的に（年1回）確認
し，災害備蓄物資の把握を行う。また，学校においても，緊急時に
活用できるよう，良好な保管，管理を行うようにする。
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台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

37

避難所の
開設・運営

文化施設の
避難所対応 今回，公民館以外の文化施設（市民会館・文化会館・考古博物

館・市立体育館ほか各運動施設等）は，避難所としての開設は
なかったが，大規模災害時の対応として，未開設施設に避難し
てきた場合の対応方法を考えておく必要がある。

文化施設の避難所開設や運営について指針を定めておく。 改善する

38

応急対応 ため池の現
状確認

今回の台風第11号のような大雨のとき，現在の人員体制では市
内のため池（106箇所）の現況確認ができない。

ため池管理者と連携強化を図りたい。 改善する

39

排水ポンプ
車の取り扱
い 渚排水機場管理人から応援要請があり，国土交通省に排水ポン

プ車と照明車の派遣を要請した。このような国の車両を使用する
に当たっては，排水ポンプ車の運転を市で行う必要がある。

運転業務の委託を検討する。また，職員研修等の実施により人材
を育成する。

改善する

40
鈴鹿川のはん濫危険水位超過予想に伴い，堤防道路を庄野か
ら高岡までの区間の通行止めを行なったが，封鎖区間が広範囲
にわたるため，通行止め箇所の限定が必要であった。

今後，三重河川国道事務所と協議を行い、封鎖方法や区間等を
決めておき即時対応できるよう準備をしておく。

改善する

41

鈴鹿川堤防道路の開放時期の見極めが難しく，はん濫注意水位
を下まわった時点で開放判断を行なった。この判断が適切かどう
か，開放時期の見極めについて今後の課題として検討が必要で
ある。

どの水位や気象条件で封鎖解除を判断するか，三重河川国道事
務所と協議する。

改善する

42
鈴鹿川堤防道路の封鎖区間が広範囲にわたったため，通行止
めバリケード等の資材が多く必要となり，不足を生じた。

バリケード等のストックの確保，若しくは協力業者の活用を検討す
る。

改善する

通行止め対
応
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台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

43

消防活動 消防統制班
の活動場所
の変更 消防対策部統制班の詰所が情報指令課内にあるが，狭隘であ

り有効活用できなかった。

消防対策部室を消防庁舎４階に移し，災害に関する電話すべてを
消防対策部へ集中させ対応する。(８月２３日から実施済）消防活
動班の常備・非常備の活動内容を市波１，市波２で傍受し統制す
る。

対応済

44

消防分団の
参集報告等 各分団は詰所に参集後，無線で統制班へ報告を行うことになっ

ているが，一部に無線での参集報告が遅れたり，参集後すぐに
地域パトロールに出るところがあった。また，携帯電話を使用し
て報告することもあり，大規模災害時の対応を考えると無線での
報告を周知徹底する必要がある。

参集後は直ちに無線を使って報告を行ない，報告後の指示によっ
てパトロール等の活動を開始するよう，分団長会議等で周知徹底
する。

改善する

45

災害対応時
の安全対策

消防活動班や消防分団が鈴鹿川・中ノ川・堀切川のパトロール
を行なったが，大規模災害発生を想定して，パトロール中の安全
装備の装着など二次災害防止対策を実施する必要がある。

事前に気象状況や危険箇所の把握を行い、車内においてもライフ
ジャケットの装着を徹底する。屋外での活動時にはロープ結索な
どの安全対策を徹底する。

改善する

46

河川パト
ロールの必
要性 夜間の河川パトロールについて，暗く視認しづらいことや，河川

の水位や状況等をリアルタイムで把握できることから，パトロー
ルの時期や内容を検討する必要がある。

夜間の河川パトロールの必要性は低く，河川付近の浸水予想区
域の冠水状況を把握することの方が重要であることから，パトロー
ルの内容を見直し今後実施する。

改善する

47

消防団の非
常招集

消防団の非常招集について，一部に規定の人数が揃うまで時間
を要した分団があった。

台風災害はある程度予想ができるため，事前準備を早めに行うよ
う分団長会議等で依頼する。

改善する

48

市民への土
のうの配布 市民から土のうの配布要請があり，消防本部に土のうを取りにき

てもらったが，高齢者や車がない方への対応として，消防分団へ
土のうの配布を依頼した。その対応方法について適切かどうか
議論を深める必要がある。

市民への土のうの配布については，その取り扱いを災害対策本部
運営マニュアルに定めているが，関係各班で再確認を行い，意思
統一を図ることにする。

改善する

8 / 10 ページ



台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

49

消防活動 要援護者へ
の支援 旭が丘三丁目一般宅からの通報で二階へ移動したいが同居人

が重度身体障害者のため移動が困難な事例があった。浸水状
況が切迫していなかったため緊急時は１１９番通報するようお願
いしたが，特別警報や避難指示発令下の援助要請への対応に
ついて考える必要がある。

災害時要援護者からの依頼に対して，どう対応すべきか検討す
る。

改善する

50

支部対応

市民や自治会から，気象情報や被害状況，土のうの問い合わせ
が相次いだ。また，同報無線による避難情報が内容が聞き取れ
ないなどの問い合わせ対応が多く生じ，災害情報などの伝達方
法を検討する必要がある。

避難指示の発令中等危険な状況が継続している間は，定期的に
情報を伝達するなど周知方法を検討する。また，支部での同報無
線の運用等も検討する。

改善する

51
河川の浸水予測区域内の自治会に対し，事前に避難情報の発
令基準等を自治会役員に説明し情報共有を図ったが，住民に対
しての避難情報や避難場所の周知が徹底されていない。

各戸に配布済みの防災マップに基づき，事前に危機に関する対応
（避難方法・避難場所・危険箇所）を，住民１人１人が認識するよう
な周知を実施する。

改善する

52

避難勧告を発令するにあたり事前に自治会長に連絡を行った。
自治会役員が地域を巡回し避難情報を伝達してもらえるが，気
象状況が悪い中では無理があり，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。

支部で防災無線を操作して情報伝達できる体制を検討する。支部
や支部派遣の職員も地区内の危険箇所や避難場所について熟知
しておく必要がある。

改善する

53
本部と支部・支部と自治会などの情報伝達において，庁内ＬＡＮ
や防災無線だけでは確実な情報伝達に支障をきたした。このた
めⅰＦＡＸなども活用を検討することが必要である。

ⅰＦＡＸなどを利用し，情報伝達手段の多重化を図る。 改善する

54
避難勧告等の発令準備にあたり事前に自治会に情報を伝達し
たが，口頭での伝達では内容の誤りが生じてしまう。このことか
ら，情報の伝達方法（明文化）を検討する必要ある。

避難情報等を自治会に文書で送付し，住民に間違いのない情報
伝達を行う。また，同報無線の活用を図るとともに，自治会内の緊
急連絡網の確立に向けて自治会との協議を行う。

改善する

避難情報・
災害情報の
提供
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台風第11号災害対応検証結果一覧表

No 項目 改善策 対応状況 備考課題・問題点

55

支部対応 避難所対応

小田町への避難勧告発令に対し，自治会の集会所を避難施設
として利用した。このことから他地区においても，避難所運営に
関して自治会との連携強化が必要である。

自治会の集会所等を緊急避難所に指定しているが，避難所として
開設する際は自治会で開設・運営を行う。その場合，支部に連絡
をしていただくなど，地域との連携で取り組む避難所運営を事前に
協議しておく。

改善する

56
今回開設した避難所の中には，台風(風水害)時に不適切な立地
の避難所が存在することから，災害の種類に応じた適切な避難
所開設を行う必要がある。

鈴鹿市地域防災計画を修正して，災害の種類に応じた避難所の
指定を行う。

改善する
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