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はじめに 

平成２６年２月１４日（金）から１５日（土）にかけての降雪では、群馬県、埼玉県、

東京都、山梨県をはじめとした関東甲信地方全体において、多くの地域で記録的な大雪

となり、鉄道・バスなど公共交通機関に大きな影響を与えたほか、各都県において孤立

する地域が発生して、自衛隊が除雪活動等に部隊を派遣するなど、降雪のあった地域の

各自治体は、除雪をはじめとした様々な対応に追われることとなりました。 

本市においても積雪が消防本部（中央区）で５６センチを観測し、４６年ぶりに記録

を更新するという、これまでに経験のない大雪となり、津久井地域の中山間地の一部で

は、積雪が１００センチを超えました。 

この大雪の影響により、ＪＲ横浜線、相模線及び中央本線が運行を見合わせ、小田急

電鉄や京王電鉄も一部の列車を運休し、市内のバスも１５日（土）には、ほぼ全路線で

運休するなど公共交通機関に大きな影響を与え、ＪＲ淵野辺駅、相模湖駅及び藤野駅で

は、帰宅困難者が発生しました。 

さらに、市内の道路では、各所で通行規制が実施され、市民生活に大きな影響を与え

るとともに、同月８日（土）から９日（日）の降雪があったことも影響して、不安を訴

える声や除雪への対応をはじめ、生活関連の情報提供を求める声などが多く寄せられま

したが、それら要望に十分に対応ができなかったほか、特に、津久井地域の中山間地で

は、孤立するおそれのある地区への対策などが課題となりました。 

また、残雪に伴い、市民に対する雪崩や落雪への注意喚起や、藤野地区では、土木部

及び消防局によるパトロールを実施するなど、雪による影響が長く続きました。 

こうした状況を踏まえ、庁内に専門部会（危機管理責任者会議）を設置し、３回の会

議を通じて、本市の大雪に伴う対応について検証しました。 

検証では、これまでの災害経験においても明らかであるとおり、災害発生時には行政

機関による「公助」だけでは限界があり、議論を進める中で「自助」・「共助」を含め

た一体的な対応の必要性が、改めて認識されたことから、「公助」の取組はもとより、

地域による活動など「自助」・「共助」の視点を踏まえつつ、「配備体制」、「適時性

のある情報発信等」、「公共交通機関等の混乱対応」、「除雪対策」、「孤立するおそ

れのある地区への対策」、「災害時要援護者対策」及び「被災者等への支援や安全確保

に向けた取組」の7つの項目に、「相模原市地域防災計画」の修正に資するものとして

２８の取り組むべき課題を抽出し、それら課題に関する「今回の対応における問題点等」

と「対応方針」を取りまとめました。 

 



【検討経過】 

 

○第1回専門部会 

 日時：平成26年2月27日（木）10：00～12：15 

 場所：消防指令センター３階 災害対策室 

 議題：（１）降雪に伴う対応状況について 

（２）各局・区役所等の対応状況等について 

（３）大雪対応で明らかになった課題等について 

（４）大雪対応に係る専門部会の設置について 

 

○第2回専門部会 

 日時：平成26年3月6日（木）14：00～15：50 

 場所：消防指令センター３階 災害対策室 

 議題：（１）降雪に伴う対応結果について 

（２）取り組むべき課題と対応（対応方針等）について 

（３）本専門部会において作成する報告書について 

 

○第3回専門部会 

 日時：平成26年3月14日（金）10：00～11：00 

 場所：消防指令センター３階 災害対策室 

 議題：報告書（案）について 

 

●危機管理責任者会議幹事会 

日時：平成26年3月26日（水）14：00～15：00 

 場所：消防指令センター３階 災害対策室 

 議題：報告書（案）について 

 

●危機管理責任者会議 

日時：平成26年3月28日（金）10：00～12：00 

 場所：本館第1特別会議室 

 議題：報告書（案）について 

 

 



 

●危機管理責任者会議幹事会 

日時：平成26年4月22日（火）13：30～15：30 

 場所：消防指令センター３階 災害対策室 

 議題：報告書（案）について 

 

●危機管理責任者会議 

日時：平成26年5月12日（月）09：00～11：00 

 場所：本館第1特別会議室 

 議題：報告書（案）について 
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１ 取り組むべき課題 

専門部会では、今回の対応で問題となった配備体制や情報発信のほか、降積

雪特有の課題として７つの項目に整理し、項目ごとに取り組むべき課題を、次

のとおり抽出しました。 

 

（１）配備体制の見直し ３件 

   迅速な被害情報等の集約に問題があったこと、大雪警報が発表され、かな

りの降積雪となった後の参集が困難な状況であったこと、降積雪の場合、現

行の配備体制では、市の対応能力が十分でなかったこと等を踏まえ、配備体

制について、以下の事項を課題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

１―１ 迅速な被害情報等の集約 

１－２ 局地災害（地域性のある（特異）事象）への対応 

１－３ 大雪警報等発表前の配備体制 

 

（２）適時性のある情報発信等 ４件 

   これまで地震災害や風水害においても市ホームページ等により、市民への

情報提供を実施してきましたが、今回は、特に道路の通行規制、鉄道・バス

の運行状況、ごみ収集の実施状況など、市民生活に直結する各種情報につい

て、市民から多くの意見等が寄せられたことから、災害時の適時性のある情

報発信等について、以下の事項を課題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

２－１ 平常時からの啓発 

２－２ 市民への注意喚起 

２－３ 市民への適切な情報提供 

２－４ 報道機関への情報提供 
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（３）除雪対策 ５件 

   これまでに経験のない降積雪であるとともに、市の要請により除雪作業を

行う各業者は、全般的に作業員や重機等機材が不足しており、公助（業者に

よる除雪）による作業だけでは限界がありました。 

また、この公助（市）による除雪作業は、緊急輸送道路やバス路線も含めた

幹線道路を優先的に実施せざるを得ないため、生活道路の除雪については、地

域住民による取組が必要不可欠でした。 

こうしたことから、地域住民による自助・共助の積極的な取組やボランティ

アによる除雪など、公助以外の取組の必要性が強く認識されるとともに、孤立

するおそれのある地区等での除雪や雪捨て場の確保も新たな課題として明ら

かになるなど、除雪対策について、以下の事項を課題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

３－１ 業者による除雪 

３－２ 孤立するおそれのある地区等での除雪 

３－３ 地域住民等による除雪 

３－４ ボランティアによる除雪 

３－５ 雪捨て場の確保 

 

（４）公共交通機関等の混乱対応 ５件 

   今回の降積雪において、鉄道の運行停止に伴う帰宅困難者の受入れを実施

し、地震災害以外（風水害や特殊災害（大雪、事故等））で発生する帰宅困

難者の問題が明らかとなったほか、運休したバス路線への対応、公共交通機

関に関する市民等への情報提供、ＪＲ藤野駅付近の踏切が長時間降りたまま

となり、緊急車両や除雪作業に従事する車両の通行等に大きな支障が生じま

した。 

また、車両の立ち往生や残雪により交互通行ができない場所が多数発生し、

国道２０号や１２９号を中心に市内各所で大規模な交通渋滞が発生したこと

などから、公共交通機関等の混乱対応について、以下の事項を課題として抽出

しました。 
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課題No 取り組むべき課題 

４－１ 帰宅困難者対策 

４－２ バス路線への対応 

４－３ 市民等への情報提供の手段 

４－４ 降りたままとなった踏切への対応 

４－５ 道路渋滞への対応 

 

（５）孤立するおそれのある地区への対策 ５件 

   地域防災計画では、地震災害対策計画編及び風水害等対策計画編に孤立対

策を位置付け、津久井地域の中山間地の55か所を「孤立対策推進地区」に指

定し、土砂崩落、落橋等による道路の寸断により避難が困難となることが最

も懸念される地区として対策を図ってきたところですが、今回、同地域にお

いて、降積雪により道路が寸断された場合の様々な対策の必要性が明らかに

なりました。 

特に、除雪作業などにおいては、公助に限界があることから、地域住民によ

る自助・共助の取組が必要であることが認識されたほか、救急・救助事故への

対応、孤立するおそれのある地区の状況把握、自衛隊の応援要請など、孤立す

るおそれのある地区への対策について、以下の事項を課題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

５－１ 救急･救助事故への対応 

５－２ 孤立するおそれのある地区の状況把握（情報収集） 

５－３ 平常時からの備蓄促進 

５－４ 地域による対応 

５－５ 応援要請 
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（６）災害時要援護者対策 ２件 

   津久井地域の中山間地を中心に、道路の積雪に伴い病気を抱える市民等が

医療機関に行くことができない事態となったことから、難病を抱えた者の安

否確認や健康不安を訴える者の支援など、災害時要援護者対策について、以

下の点を課題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

６－１ 難病患者等への対応 

６－２ 支援要請に対する対応 

 

（７）被災者等への支援や安全確保に向けた取組 ４件 

   津久井地域において、降積雪により住宅が被災し、一時避難を訴える世帯

が発生しました。こうした被災者（世帯）への対応や避難を要望する者（世

帯）への支援とともに、降積雪特有の問題として、通学路の確保や雪崩への

警戒など、被災者等への支援や安全確保に向けた取組として、以下の点を課

題として抽出しました。 

 

課題No 取り組むべき課題 

７－１ 被災者（世帯）への対応 

７－２ 避難を要望する者（世帯）への支援 

７－３ 通学路の確保 

７－４ 雪崩への警戒 
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２ 課題への対応 
 「１ 取り組むべき課題」において項目ごとにまとめた各課題について、今回の対応における問題点等とともに、今後、検討を進める上での対応方針を明らかにしました。 

  なお、対応方針に基づく具体的な対応策の検討期間については、平成２６年１２月までとします。 

 ※「備考」欄には、平成２６年６月現在、すでに対応方針に沿って取組を実施した課題については「（一部）実施済み」と記載しています。 

 

（１）配備体制の見直し 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

１－１ 迅速な被害情報等の集約 
・すべての局が配備対象となっていなかった
ことから、迅速な情報収集ができなかった。 

・地震災害、風水害及び特殊災害において、情報連絡体制（レベル０）及び初動体制（レ
ベル１）から、すべての局を配備対象とする。 

実施済み 

１－２ 
局地災害（地域性のある 
（特異）事象）への対応 

・特に、緑区では降積雪により職員が参集で
きない状況となった。 

・自所属ではなく、最寄りの部署（災害対応上必要な部署等）に参集する仕組みの導入
について検討する。 
・区単位の配備体制の導入について検討する。 

 

・より迅速・確実な情報収集や応急対策実施
のため、現地対策班の設置が課題となった。 

・現地対策班の設置基準等について再検討する。  

・帰宅困難者対応のため、避難所担当職員や
公民館職員に動員を発令するに当たり、一
部連絡が取れない職員がいた。 

・特命担当員（避難所担当職員、一時滞在施設担当職員等）の動員（連絡）体制を再確
認する。 
・公民館職員との連絡体制を再確認する。 

実施済み 

１－３ 大雪警報等発表前の配備体制 
・降雪後の参集は困難であったことから、迅
速な状況把握ができなかった。 

・積雪前の体制を確保するため、警報発表前（注意報発表後）に関係部局長会議を開催
し、必要な体制を事前に配備する。 
※現行の地域防災計画では、事前配備する場合「その他、危機管理監が必要と認めたと
き」によることとなる。 
なお、風水害の場合、「浸水被害警戒地域対策計画」に基づき、配備体制について関
係部局長（危機管理監、土木部長及び副消防局長）により事前協議することとなって
いる。 

実施済み 

 

（２）適時性のある情報発信等 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

２－１ 平常時からの啓発 
・平常時から大雪に関する市民等への啓発が
不十分であったことから、大きな混乱が生
じた。 

・大雪への備えについて、広報紙、市ホームページ等による広報や市民が参加する訓練、
生涯学習まちかど講座など、あらゆる機会を捉えて啓発に努める。 

一部 
実施済み 
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（３）除雪対策 

２－２ 市民への注意喚起 

・ひばり放送、防災メール、ツイッターなど
により、雪崩・落雪への警戒、雪による事
故や混乱防止を促したが、必ずしも効果的
な注意喚起とはならなかった可能性があ
る。 

・降雪前の注意喚起も含め、降積雪時における注意喚起の実施手段、実施時期、広報内
容等を見直す。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した広報について検討する。 
・地域の災害状況等に応じて、ひばり放送が運用できるよう見直す。 

 

２－３ 市民への適切な情報提供 

・市ホームページにより交通情報（鉄道・バ
ス）、道路の交通規制の情報、ごみの収集
などについて広報を実施したが、必要な情
報が適切な時期に市民等に理解しやすい形
で掲載されていなかった。 

・迅速・適切な情報提供を行うため、庁内における情報集約の新たな仕組みを作る。 
・市ホームページや平成２６年４月から導入した「災害情報共有システム」を活用した
迅速な情報発信を実施する。 

・ひばり放送をより細やかに運用し、道路の除雪状況、ごみの収集状況等を市民へ情報
提供を行う。 

 

・多くの市民から道路・交通情報等について、
問い合わせがあった。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した情報提供等について検
討する。 
・地区自治会連合会会長などへ除雪箇所、優先順位、除雪状況等の情報を提供する。 
・市民生活に必要な情報は、地域と密接に関連するまちづくりセンター、区本部等をは
じめとした関係部署と速やかに共有する仕組みを検討する。 

 

２－４ 報道機関への情報提供 
・報道機関からの問い合わせに対する情報提
供に時間を要した。 

・報道機関に対する、より適切な情報提供について検討する。  
・報道機関に提供することを前提に、対応状況報告（定時報告）の作成方法を再考する。 

 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

３－１ 業者による除雪 

・今回の降雪量に対しては、各業者の作業員
や重機の手配に苦慮する状況となり、除雪
作業が非常に困難であった。また、効率的
な除雪活動に関しては、除雪作業の優先順
位や受持ち区域外への応援など、連携につ
いても課題が残った。 

・幹線道路等の除雪作業について、（一社）相模原市建設業協会及び相模原市津久井地
区建設業連絡協議会等との意見交換を行った上で、今回の大雪における除雪に係る課
題の分析・整理を行い、建設業協会等との凍雪害対策に係る活動内容について見直す。 

 

３－２ 
孤立するおそれのある地区等
での除雪 

・今回の記録的な降雪量においては、幹線道
路などの除雪作業に時間を要し、早期に通
行が可能となる路線には限りがあった。 

・孤立するおそれのある地区及び孤立となった地区での優先的な除雪作業について検討
する。 

・降雪量に応じて災害対策本部を設置し、自衛隊等に除雪等の要請をすることについて
検討する。 
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（４）公共交通機関等の混乱対応 

３－３ 地域住民等による除雪 

・今回の大雪では、市による除雪作業のほか、
地域住民による除雪（自助・共助の取組）
が必要であることが改めて強く認識され
た。 

・自助・共助の重要性について、広報紙、市ホームページ等による広報や市民が参加す
る訓練、生涯学習まちかど講座など、あらゆる機会を捉えて啓発に努める。 
・生活道路の除雪について、自治会や自主防災組織に協力を依頼する。 
・関係機関と連携を図り、市民へ除雪状況等を提供し、市民の協力を促す。 

一部 
実施済み 

３－４ ボランティアによる除雪 
・自宅前の生活道路などの除雪要望が数多く
あった。 

・除雪作業においてボランティアを積極的に募集（活用）する。 
※降雪のあった一週間後（22、23日）、ボランティアによって生活道路などで重機を
使用して除雪ができていない地域の除雪活動を実施した（中央ボランティアセンタ
ー）。 

実施済み 

３－５ 雪捨て場の確保 

・市民からの雪捨て場の問い合わせが数多く
あり、市民局、環境経済局と調整ができ、
ふれあい広場、街区公園を活用した。 
・雪捨て場については、当初確保していた雨
水調整池のみでは対応できないと判断し、
グラウンドや公共施設の建設予定地などを
含め２０か所を確保したが、効率的な除雪
作業には地区ごとの雪捨て場の確保などの
課題が見えてきた。 

・市民の雪捨て場（ふれあい広場、街区公園）の継続確保について検討する。 
・大雪となった場合の雪捨て場について、引き続き、関係機関と協議し、新たな雪捨て
場を確保します。 

 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

４－１ 帰宅困難者対策 

・帰宅困難者への対応に当たって、複数の駅
と連絡調整したが、情報が十分に収集でき
ず対応に苦慮した。 

・鉄道事業者との連絡体制を確認し、災害発生時等において適切に対応できる体制を構
築する。 
・帰宅困難者対策に係る情報について、庁内伝達体制を再検討する。 
・鉄道事業者と課題を継続的に協議する場として、駅長会議を常設化する。 

 

・鉄道事業者の要請に基づき、まちづくりセ
ンター、公民館及び学校を一時滞在施設と
して開設し、帰宅困難者の受入れを行った
が、具体的な対応手順等のマニュアルがな
く、円滑な運営ができなかった。 

・まちづくりセンター、公民館及び学校を一時滞在施設として活用する場合の開設手順、
運営方法や連絡手段について、マニュアル等を整備する。 

 

・運行再開の見通しが立たない中、鉄道事業
者が帰宅困難者に水や食料を提供できてい
なかったことから、中央区役所においてＪ
Ｒ淵野辺駅で発生した帰宅困難者に対し
て、避難所（共和中学校）近隣のコンビニ
エンスストアで食料や飲料を購入し、ＪＲ
相模湖駅では、現地対策班用のアルファ米
を鉄道事業者に代わって提供した（鉄道事
業者と市の役割が不明確であった）。 

・帰宅困難者対応の鉄道事業者の責務、市の責務を明確にする。 
・鉄道事業者による自主的な帰宅困難者への水、食料、毛布等の提供等について調整す
る。 

・市が帰宅困難者へ水、食料、毛布等を提供することとなった場合の必要な物資の確保
手順、搬送方法等について、具体的な仕組みを作る。 
・水や食料提供のため、駅前店舗との個別協定の締結について検討する。 
・鉄道事業者と課題を継続的に協議する場として、駅長会議を常設化する。 
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（５）孤立するおそれのある地区への対策 

４－２ バス路線への対応 
・積雪により運行停止している路線について、
市民から多くの問い合わせや苦情があっ
た。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した情報提供について検討
する。 
・迅速・適切な情報提供を行うため、庁内における情報集約の新たな仕組みを作る。 
・公共交通事業者と市の情報連絡体制を強化する。 
・利用者への運行状況等情報提供について、バス事業者と協議する。 

 

４－３ 市民等への情報提供の手段 

・市ホームページ等により交通情報（鉄道・
バス）、道路の交通規制の情報について広
報を実施したが、多くの公共交通機関に関
する問い合わせや苦情があった。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した情報提供について検討
する。 
・迅速・適切な情報提供を行うため、庁内における情報集約の新たな仕組みを作る。 
・公共交通事業者と市の情報連絡体制を強化する。 

 

４－４ 
降りたままとなった 
踏切への対応 

・ＪＲ藤野駅付近の踏切が長時間降りたまま
となっていたことから、帰宅困難者に提供
する毛布を搬送できなかったことや、緊急
車両や除雪作業に必要な車両等の通行に支
障をきたした。 

・国や鉄道事業者に対して、十分な安全確認のもと、踏切を開通させるための措置を講
ずるよう必要な要望を行う。 
・駅長会議などを活用して、引き続き、鉄道事業者と問題解消に向けた協議を進める。 

 

４－５ 道路渋滞への対応 

・車両の立ち往生や残雪により交互通行がで
きない場所が数多く発生し、国道２０号や
１２９号を中心に、市内各所で交通渋滞が
発生した。 

・渋滞に巻き込まれている車両や、立ち往生している車両への支援のあり方について検
討する。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した情報提供について検討
する。 

・迅速・適切な情報提供を行うため、道路に関する情報集約の新たな仕組みを検討する。 
・渋滞箇所等において、交通整理を行う警察との連携を強化します。 

 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

５－１ 救急・救助事故への対応 

・降積雪のため、救急車が通報者宅までたど
りつけない事象に対し、数時間かけて隊員
が徒歩にて進入して対応するなど、対応に
苦慮した（ただし、一部については、優先
的に除雪を依頼して対応した。）。 

・降積雪時における消防局と土木部の連携を再検討する。 
・緊急を要する場合は、状況に応じて航空機（ヘリコプター）による救出、搬送等を実
施する。 

一部 
実施済み 

５－２ 
孤立するおそれのある 
地区の把握（情報収集） 

・緑区役所（各まちづくりセンター等）によ
り、地元自治会長を通じて、孤立対策推進
地区を中心に孤立するおそれのある地区の
有無について確認したが、状況把握に時間
を要した。  

・より確実かつ迅速な確認方法について、地元自治会や連合自主防災隊と意見交換を行
う。 

・孤立するおそれのある地区の把握について、各地区に配置している衛星携帯電話の活
用方法などを徹底するとともに、市と同地区との連絡方法について、市民から情報発
信する仕組みを見直した上で、周知徹底します。 
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（６）災害時要援護者対策 

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

６－１ 難病患者等への対応 
・保健所では、人工呼吸器を装着した難病患
者に対する安否確認を実施した。 

・降積雪時はもとより地震災害や風水害時の対応も含め、難病患者等の安否確認につい
て見直す。 

実施済み 

６－２ 支援要請に対する対応 

・まちづくりセンター等により、被災した世
帯の一部で健康不安を訴える者や医薬品が
不足している者の確認を行ったが、すべて
の要援護者の把握は困難であった。 

・地震災害や風水害時の対応も含めて、支援を要請された場合の対応や要援護者に係る
庁内の連絡体制等を構築する。 

 

 

（７）被災者等への支援や安全確保に向けた取組 

５－３ 平常時からの備蓄促進 
・飲料水や食料に加え、燃料や医薬品など更
なる備蓄が課題となった。 

・備蓄の促進について、広報紙、市ホームページ等による広報や市民が参加する訓練、
生涯学習まちかど講座など、あらゆる機会を捉えて啓発に努める。 

一部 
実施済み 

５－４ 地域による対応 
・公助に限界があることから、地域住民によ
る自助・共助の取組が必要であることが改
めて強く認識された。 

・自助・共助について、広報紙、市ホームページ等による広報や市民が参加する訓練、
生涯学習まちかど講座など、あらゆる機会を捉えて啓発に努める。 
・降積雪の対応として、自主防災組織、消防団による支援活動の仕組みを検討する。 
・ひばり放送を適切に運用し、道路の除雪状況、ごみの収集状況等を市民へ情報提供を
行い、市民の協力を依頼する。 

 

５－５ 応援要請 

・応援要請を検討し、自衛隊と事前調整を実
施したが、除雪等に関して自衛隊等の応援
要請を実施した経験もなく、具体的な判断
基準もないことから対応に苦慮した。 

・降積雪における自衛隊等応援要請について、必要な事前調整を行う。  

課題No 取り組むべき課題 今回の対応における問題点等 対応方針 備考 

７－１ 被災者（世帯）への対応 

・国の被災者（世帯）に対する支援制度は、
一定の規模以上の災害でなければ対象とな
らないことから、小災害見舞金を支給する
にとどまった。 

・罹災世帯に対する支援については、被災者支援制度に係る国や県の動向を注視しなが
ら、今後、市として実施すべき必要な対策を検討する。 

 

・必要な支援や罹災証明の発行について、迅
速かつ適切な情報提供ができなかった。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した情報提供について検討
する。 
・迅速・適切な情報提供を行うため、庁内における情報集約の新たな仕組みを作る。 
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７－２ 
避難を要望する者 
（世帯）への支援 

・消防局（津久井消防署）により自ら避難が
できない高齢者を、除雪が完了した場所ま
で搬送支援（佐野川地内（登里地区））を
実施したが、救助を要する者ではない者へ
の支援が多発した場合、消防局での対応が
困難となる。 
・雪崩のおそれ等により避難を要する者に対
し、市で避難場所を提供するという対策を
実施した（市ホームページやひばり放送な
どで広報を実施した）。 

・自主防災組織、消防団による支援活動の仕組みを充実する。 
・避難を要望する者への支援体制について新たな仕組みを検討する。 
・必要に応じて「臨時避難所」※を設置する。 
 
 ※２月２２日から３月３日までの間、雪崩等による自主避難場所として準備した避難
施設をいう。 

 

７－３ 通学路の確保 

・歩道等に多くの残雪があり、通学に支障が
あった。 
・残雪により藤野地区のスクールバス等の運
行再開に遅れが生じ、影響のあった学校が
しばらく休校となった。 

・通学路の安全確保に向け、地域・ＰＴＡ・学校・教育委員会などの協力体制を強化す
る。 

・早期学校再開に向け、スクールバスの代替手段などを含め、児童生徒の安全・安心な
通学手段の確保に向けた検討を行う。 

 

７－４ 雪崩への警戒 

・警戒に当たり、土木部、消防局により、雪
崩パトロールを実施するとともに、ひばり
放送や防災メールにて雪崩や落雪への注意
喚起を行ったが、危険箇所の把握や効果的
な周知に苦慮した。 

・関係機関と連携した雪崩パトロールを実施する。 
・孤立するおそれのある地区を含め、市民から情報を収集する体制を整える。 

 

・ひばり放送、防災メール、ツイッターなど
により、雪崩・落雪への警戒、雪による事
故や混乱防止を促したが、必ずしも効果的
な注意喚起とはならなかった可能性があ
る。 

・降雪前の注意喚起も含め、降積雪時における注意喚起の実施手段、実施時期、広報内
容等を見直す。 

・市ホームページや防災メールに加え、あらゆる媒体を活用した広報について検討する。 
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３ 大雪に伴う活動・対応等記録 

 

  ●主な出来事  

◆ライフライン関係や交通状況等   ○本市における主な対応 

日 時 状況 活動・対応等 

14日(金) 

 

 

11：20 

 

 

 

16：00 

 

 

16：30 

 

 

 

16：44 

 

 

 

 

 

20：00 

 

 

23：04 

 

 

23：30 

 

 

23：35 

 

 

●休校 

（小学校3校・中学校2校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大雪警報発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

●雷注意報発表 

 

 

◆津久井警察署よりJR相模湖駅

に170人程度の帰宅困難者あり

との情報 

◆藤野駅東側の踏切が閉鎖状態

との連絡あり 

 

○難病の在宅呼吸器装着者に対し停電への備え、

携帯の充電等について電話連絡（健康福祉局） 

 

○マニュアルに基づき活動を開始 

（都市建設局土木部） 

※その後、継続して除雪作業に従事 

 

○週末(15日及び16日)に業務により宿泊する職員

のシャワー利用について調整（総務局） 

 

○所管施設等の除雪作業（総務局、市民局） 

○各種研修等の中止及び国際交流ラウンジの夜間

休館を決定（総務局） 

 

○特殊災害情報連絡体制（レベル0）発令 

○大雪に関する情報に係る市ＨＰの即時更新の対

応（総務局） 

  ※その後、継続して即時更新を対応 

○市内バス路線の運行状況を市ＨＰに掲載 

 

○防災メール・ツイッターで路面凍結、落雪の注意

喚起 

 

○緑区役所に連絡 桂北小学校等避難所開設の

検討を依頼（危機管理局、緑区役所） 

 

○一時滞在施設設置準備を相模湖まちづくりセンタ

ーへ指示（緑区役所） 

 

○相模湖まちづくりセンターへ緑区総務課職員１名

を配備指示（緑区役所） 
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15日(土) 

00：17 

 

01：05 

 

 

 

 

 

01：20 

 

 

 

02：05 

 

 

 

02：40 

 

 

03：30 

 

 

 

03：33 

 

 

 

03：35 

 

 

 

 

 

（早朝） 

04：24 

 

 

 

 

 

◆JR横浜支社より淵野辺駅で車両

故障により約 1,000人の帰宅困

難者発生との連絡があり、一時

滞在施設開設の要請あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消防より連絡あり 

淵野辺駅の帰宅困難者のうち 1

名に急病人発生（救急扱い） 

 

◆東京電力から連絡 緑区澤井、

寸沢嵐、若柳、三ケ木及び青野

原で停電（1,475世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

◆市内路線バス全面運休 

●大雪警報、風雪、着雪注意報解

除、大雨、強風、洪水注意報発

表 

○国際交流ラウンジの終日休館を決定（総務局） 

○JR淵野辺駅の状況を中央区役所総務課へ連絡 

（危機管理局） 

 

 

 

 

 

 

○JR淵野辺駅で帰宅困難者発生により、避難所担

当職員の参集指示、避難所・一時滞在施設の準

備（中央区役所） 

 

○JR相模湖駅の帰宅困難者について、復旧の目処

がたたないため、相模湖総合事務所へ移動させ

る（相模湖まちづくりセンター） 

 

○JR淵野辺駅の帰宅困難者（65名）について、共

和中学校に移動完了（中央区役所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相模湖総合事務所に帰宅困難者すべて移動完

了（135人）、JR職員 3名が相模湖総合事務所で

対応中（相模湖まちづくりセンター） 

○藤野総合事務所に帰宅困難者を移動完了 

（200名）（藤野まちづくりセンター） 

 

 

 

 

 



13 
 

07：00 

 

 

 

 

 

07：28 

 

 

08：30 

 

 

 

 

08：50 

 

 

 

 

09：30 

 

 

09：50 

 

 

10：30 

 

 

 

10：52 

 

11：19  

 

12：35 

 

 

13：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東電から停電情報（8：45～8：

47（小渕・名倉・日連・牧野・吉

野・上溝・田名の一部、1,320 世

帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●雷注意報解除 

 

 

 

◆横浜線八王子－東神奈川間の

上下線運行再開の連絡あり 

 

●大野北公民館から 65 名が退

去、すべての帰宅困難者が解消 

○防災メール・ツイッターで外出抑制、転倒、落雪の

注意喚起（危機管理局） 

○交通政策課が情報連絡体制配備（都市建設局） 

○緊急対策課へ区役所以外の職員の動員を要請 

（緑区役所）⇒藤野中避難所担当職員を動員 

 

○地域政策課職員１名を藤野総合事務所へ派遣 

（緑区役所） 

 

○所管施設等の除雪作業（市民局、中央区役所、

南区役所） 

○一般ごみ、資源、容器包装プラの収集市内全域

中止（環境経済局） 

 

○藤野中央公民館へ帰宅困難者（70 名）が移動

（10名は藤野駅に滞在） 

 

 

 

○橋本公民館で帰宅困難者3名を受け入れ 

（緑区役所） 

 

○共和中の帰宅困難者（65 名）を大野北公民館に

移動（中央区役所） 

 

○防災メール・ツイッターで交通渋滞、公共交通機

関の運行停止、外出抑制の注意喚起 

（危機管理局） 

 

 

 

○帰宅困難者対応のため職員増強（危機管理局） 

 

 

 

 

○大野北公民館を閉鎖（中央区役所） 
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16：20 

 

 

16：28 

 

 

16：40 

 

17：00 

 

19：55 

 

 

 

 

20：06 

 

 

 

 

20：20 

 

20：55 

 

 

 

 

21：00 

 

 

 

21：45 

 

 

22：09 

 

 

 

◆東電から停電情報  

牧野地域で停電（世帯数不明） 

 

 

 

 

◆相模線運行再開 

 

◆牧野地域停電復旧 

 

◆東電から停電情報 

緑区青根、青野原、青山、千 

木良、三ケ木、牧野で停電

（3,000世帯を超える可能性あり） 

 

◆東電から停電情報 

 青根、青野原、青山以外の停電

復旧 

 

 

 

 

◆東電から停電情報 

 青根、青野原、青山、牧野（計約

1,000 世帯）、三ケ木と千木良で

数件程度が停電 

 

◆JR中央本線、藤野駅発上り臨時

列車運行 

 

 

◆JR中央本線、相模湖駅発上り臨

時列車運行 

 

◆JR相模線、原当麻付近で倒木

のため運転見合わせ 

⇒22：43 運転再開 

 

 

 

 

○ひばり（子局指定）、TVK データ放送、防災メール

で停電情報発信（危機管理局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防災メール、ツイッターで路面凍結、落雪の注意

喚起（危機管理局） 

 

 

 

 

 

○藤野総合事務所から 279 人が退去し、残り 1 名

滞在となる 

藤野中央公民館を閉鎖（緑区役所） 

 

○相模湖総合事務所から131人が退去、残り 4名

滞在となる（相模湖まちづくりセンター） 
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22：23 

 

 

22：44 

 

 

 

16日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

04：25 

 

 

 

 

06：26 

 

 

08：17 

 

 

08：28 

 

 

 

08：30 

 

 

09：00 

 

 

 

 

◆東電から停電情報 

緑区内の停電はすべて復旧 

 

◆JR横浜線が倒木のため橋本―

八王子間運転見合わせ 

⇒23：06 運転再開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東電から停電情報 

（04：14～04：17） 

緑区牧野・日連・名倉・小渕で停

電（世帯数不明） 

 

◆東電から停電情報 

緑区牧野地区で約190世帯停電 

 

 

 

 

●津久井土木事務所より情報提供

（平丸トンネル青根側、雪崩によ

り通行不能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○17日（月）からの使用に向け、各所管施設に対応

を指示（健康福祉局） 

○串川東部、串川、鳥屋、与瀬保育園について、2

月 17日（月）の開園に向け、16日(日)から 17日

(月)にかけて園長（一部副園長）が保育園に宿泊し

対応。また、勤務地ではない、園近くの職員も出勤

対応（健康福祉局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○緑区牧野地区の停電について、ひばり放送、防災

メールで情報発信（危機管理局） 

 

 

 

 

 

○所管施設等の除雪作業（市民局、緑区役所、中

央区役所、南区役所） 

 

○市民利用のある公共施設の除雪について、各局・

区役所本部連絡員経由で対応依頼（危機管理

局）※2/16中に除雪を完了するよう依頼 

⇒各局・区役所において所管施設の除雪を実施 
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09：55 

 

 

11：30 

 

 

 

12：00 

 

 

13：00頃 

 

 

 

16：00 

 

 

 

17：10 

 

 

 

17：15 

 

 

23：06 

 

 

 

17日（月） 

 

 

 

08：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●緊急車両の通行に支障があるた

め、相模湖駅に連絡し、藤野駅東

側の踏切が開放 

 

 

 

 

 

●藤野まちづくりセンターから陣馬

山で行方不明者が発生したとの

連絡（消防局連絡済） 

 

●藤野総合事務所から 1名退去

し、帰宅困難者解消 

 

◆東電から停電情報 

緑区牧野地区一部工場を除き

停電復旧 

 

●休校 

（小学校26校・中学校12校） 

 

 

 

 

 

 

 

○捨て場所の優先順位として、①ふれあい広場、②

街区公園を指定（環境経済局） 

 

○ひばり放送、防災メール、ツイッターで交通渋滞、

事故防止、外出抑制の注意喚起 

（危機管理局） 

 

○市役所本庁舎除雪（12：00～15：30） 

（財務部、中央区役所約40名） 

 

 

 

 

 

○緑区牧野地区の停電について、ひばり放送、防災

メール、ツイッターで情報発信 

（危機管理局） 

 

○山岳救助出場により活動（消防局） 

⇒17日10：40 救助完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市立幼稚園２園、児童保育園１園休園 

○第一陽光園、第二陽光園休園 

○児童クラブ１８クラブ休校に伴う休会 

 

○市役所本庁舎等の除雪（各局・区役所） 

（午前：約70名、午後：約50名）※本庁舎 

○職員への被服、除雪器材等の貸与（総務局） 

○農工被害等の状況確認（環境経済局） 
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07：00 

 

 

08：45 

 

 

09：20 

 

 

10：00 

 

 

10：30 

 

 

12：55 

 

 

 

13：30 

 

 

 

14：00 

 

16：30 

 

 

 

16：30 

 

 

18日（火） 

 

 

 

 

 

●相模湖総合事務所から 1名退

去（残り3名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相模湖総合事務所から 1名退

去（残り2名） 

 

●相模湖総合事務所から 2名退

去し、すべての帰宅困難者解消 

 

 

 

 

 

 

●危険物施設の屋根崩落 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中小企業特別相談窓口など各

種支援策の発表（経済産業省） 

○議員駐車場の除雪及び議員車両の誘導対応 

（議会局） 

○各種研修等の中止を決定（総務局） 

 

 

 

 

○ごみ収集予定について市ＨＰに掲載 

（環境経済局） 

 

○津久井地域の自治会長へ被害状況を確認（緑区

役所） 

 

○緑区佐野川２世帯の道路が道路遮断されている

ため除雪を土木事務所に依頼（緑区役所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防災メール・ツイッターで交通渋滞、公共交通機

関の運行停止、凍結転倒の注意喚起 

（危機管理局） 

 

○予防課職員が現地確認（消防局） 

 

○津久井地域の雪を津久井各地のグラウンドに持っ

ていくよう津久井土木とスポーツ課で調整（教育

局） 

 

○関係部局長会議開催 

（危機管理局、土木部、消防局） 

 

○市立幼稚園２園１時間遅れで開園。○児童クラ

ブ５クラブが引き続き休校に伴う休会 
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08：30 

 

09：10 

 

09：20 

 

 

 

10：00 

 

 

10：20 

 

 

10：30 

 

12：50 

 

 

 

13：30 

 

14：17 

 

 

 

 

 

19日（水） 

 

 

 

 

◆旧市内を運行する全路線バス運

行再開 

●休校 

（小学校12校・中学校6校） 

 

 

 

 

 

●緑区佐野川の鎌沢地区（登里）3

世帯の交通が遮断されていると

の連絡 

 

 

 

 

●緑区鳥屋山岳救助 

 

 

●危険物施設の屋根崩落 

 

●国道129号（橋本台1丁目交差

点付近）トラック炎上により上下

線不通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コミュニティバス（大野北）通常運

行（夕方頃） 

●休校 

（小学校4校・中学校1校） 

 

○危機管理責任者会議開催 

 

 

 

 

○所管施設等の除雪作業（市民局、中央区役所） 

 

○緑区内現地状況確認（危機管理局） 

 

 

 

 

 

○積雪による交通規制を市ＨＰに掲載 

（都市建設局） 

 

○山岳救助出場により活動 

⇒11：20救出完了（消防局） 

 

○予防課職員等が現地確認（消防局） 

 

 

 

 

 

○藤野地区臨時校長会（教育局） 

⇒今後の対応を協議 

○緑区佐野川の鎌沢地区（登里）に危機管理局、

藤野まちづくりセンター、土木部及び消防局職員

が到着し、避難者対応を実施 

⇒16：52 避難者対応完了 

 

 

○児童クラブ２クラブが引き続き休校に伴う休会（24

日から再会） 

○津久井地域小中学校現状視察（教育局） 

○罹災証明書発行について、市ＨＰに掲載 

（各区役所区民課） 
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08：30 

 

20日（木） 

 

 

 

08：30 

 

 

 

14：45 

 

15：53 

 

 

17：15 

 

 

 

17：30 

 

 

17：50 

 

 

21日（金） 

 

 

 

08：30 

 

11：30 

 

 

17：15 

 

 

 

 

 

●休校 

（小学校3校・中学校1校） 

 

 

◆東電から停電情報 

青根 300軒、牧野 400軒が停

電、原因不明 

 

 

 

◆東電から停電情報 

青根、牧野の停電復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●休校 

（小学校3校・中学校1校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○所管施設等の除雪作業（中央区役所） 

 

○通学路状況調査及び藤野教育班・バス事業者・

津久井土木事務所合同打ち合わせ会議 

（教育局） 

 

○所管施設等の除雪作業（中央区役所） 

 

 

 

○停電について、ひばり放送、TVKデータ放送、防

災メールで情報発信（危機管理局） 

 

 

 

○危機管理責任者会議幹事会開催 

各局、区役所における対応状況等をそれぞれ報

告し、今後の対応について協議した。 

 

○市 HPに降雪の注意情報掲載（鉄道、バス、道

路、停電情報）（危機管理局） 

 

○防災メール、ツイッターで降雪注意情報を発信

（危機管理局） 

 

○藤野教育班へ職員動員（スクールバス・路線バス

のバス停付近の除雪等）及び臨時校長会 

（教育局） 

 

○所管施設等の除雪（議会局） 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起（危機管理局） 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより道

路交通規制の情報発信（危機管理局） 
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22日（土） 

 

 

09：00 

 

 

10：00 

 

 

12：00 

 

 

 

13：15 

 

 

 

13：25 

 

14：45 

 

 

17：00 

 

17：20 

 

 

 

 

 

 

18：15 

 

 

 

18：27 

 

 

◆津久井地域を運行する全路線

バス運行再開 

 

●山梨県道志村全域 629世帯

1877人に避難準備情報発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●山岳救助要請  

登山中パーティ9名が動けなくな

ったもの 

 

 

 

 

 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起（危機管理局） 

 

○市ＨＰの更新対応（総務局） 

○雪崩の危険に伴う避難場所に関する情報を市ＨＰ

に掲載（緊急対策課） 

 

○山梨県道志村の避難準備情報を受けて津久井

地域まちづくりセンター職員の登庁準備を要請

（危機管理局） 

 

○津久井消防署が管内のパトロールを実施 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起（危機管理局） 

 

○市ＨＰの更新対応（総務局） 

 

○避難者の受入先を準備 

・藤野総合事務所、藤野中央公民館、藤野農村

環境改善センター 

・津久井総合事務所 

・相模湖総合事務所 

・城山総合事務所 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起と自主避難場所の開放を情

報発信（危機管理局） 

 

○山岳救助出場により活動 

⇒21：17救出完了（消防局） 
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19：35 

 

 

23日（日） 

10：00 

 

 

 

11：45 

 

13：10 

 

 

 

14：00 

 

 

 

24日（月） 

 

 

 

10：00 

 

 

11：00 

 

 

 

15：30 

 

 

25日（火） 

11：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今冬の豪雪による被災農業者へ

の支援対策発表 

（農林水産省） 

●小中学校全校再開 

●農業委員へ担当地区の被害状

況調査を依頼（農業委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ツイッターより雪崩、落雪の注意喚起と自主避難

場所の開放を情報発信（危機管理局） 

 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メール、ツイッ

ターにより雪崩、落雪の注意喚起及び自主避難

場所の開放を発信（危機管理局） 

 

○市ＨＰの更新対応（総務局） 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メール、ツイッ

ターにより道路規制情報（解除）発信（危機管理

局） 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起と自主避難場所の開放を発

信（危機管理局） 

 

○休校となっていた藤野地区の4小中学校再開 

 

 

 

 

 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 

 

○津久井警察署へ雪崩の警戒広報と情報提供を

依頼（危機管理局） 

 

○雪崩、落雪に関して市ＨＰで注意喚起 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 
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20：30 

 

 

 

26日（水） 

11：00 

 

 

 

27日（木） 

 

 

 

11：00 

 

 

 

16：58 

 

 

28日（金） 

09：15 

 

 

10：00 

 

 

 

3月1日 

（土） 

08：22 

 

 

 

２日（日） 

10：00 

 

 

●道志村避難準備情報 17：00解

除 村内馬場地区１世帯に避難

勧告継続中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●横浜気象地方台から雪崩に関す

る警戒情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東電から停電情報 

青根100軒が停電、原因不明 

⇒16：00 復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 

 

○大雪に係る津久井地域小中学校の対応等につい

て、２２小中学校を対象に現地訪問による聞き取

り調査を実施（教育局）3/6まで実施 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 

 

 

 

 

 

○雪崩、落雪への注意喚起及び発生時の通報を津

久井警察署に依頼（危機管理局） 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市ＨＰの更新対応（総務局） 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を
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３日（月） 

10：00 

 

 

 

12：00 

 

 

 

 

 

 

 

●特殊災害情報連絡体制解除 

発信（危機管理局） 

 

 

○ひばり放送、TVKデータ放送、防災メールにより雪

崩、落雪の注意喚起及び自主避難場所の開放を

発信（危機管理局） 

 

○雪崩の危険に伴う避難場所に関する情報を市ＨＰ

から削除（緊急対策課） 

 

 



４ 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況 

【第１報～第33報（最終報）】 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１報】 

（１７時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１７時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 積雪 備考 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  

鳥屋出張所 雪  ２７ｃｍ  

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１４日１７時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ７名 

都市建設局土木部 １９７名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １０名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 

合 計 ４０１名 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

消防局 ・情報収集 

・救急事案  ８件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 城山総合事務所～ １４日 １１時００分 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１４日 
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市道谷津交点 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長

竹川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ８名 軽症３件、中等症５件 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

特になし   

（３）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線遅れ 

JR中央本線 甲府－高尾 遅れ 

小田急線 全線 
10分程度遅れ。 

ロマンスカー運休 

京王線 全線 一部運休・20分程度遅れ 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２報】 

（２０時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（２０時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在  

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  

鳥屋出張所 雪  ２７ｃｍ ４１ｃｍ  

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１４日２０時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ７名 

都市建設局土木部 ７８名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １０名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 

合 計 ２８２名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

消防局 ・情報収集 

・救急事案  ８件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１４日 
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４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長

竹川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ８名 軽症３件、中等症５件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

 

（３）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 甲府－高尾 遅れ 

小田急線 全線 
遅れ。 

ロマンスカー運休 

京王線 全線 一部運休・６０分程度遅れ 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第３報】 

（２３時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（２３時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在  

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ  

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ  

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ  

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ  

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ  

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ  

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１４日２３時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ７名 

都市建設局土木部 ６９名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １０名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 

合 計 ２７３名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ９件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１４日 



29 
 

４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９名 軽症３件、中等症６件 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

（３）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

以 上   

        

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 甲府－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 全線 
遅れ。 

ロマンスカー運休 

京王線 全線 一部運休・６０分程度遅れ 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第４報】 

（１５日 ２時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（２時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

   ＊ 災害活動対応中のため欠測 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日２時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ７名 

都市建設局土木部 ５８名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １１名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 

合 計 ２６３名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ９件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 
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４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９名 軽症３件、中等症６件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ２件 中央区中央、南区相模台 

 

（３）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

 

（２）帰宅困難者 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線運転見合わせ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 甲府－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 全線 大雪のためダイヤの乱れ 

京王線 全線 平常通り 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 
相模湖駅170人 相模湖総合事務所へ移動 

藤野駅 300人 乗客車内待機 

JR横浜線 淵野辺駅 1,000人 共和中への一時滞在を調整中 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第５報】（訂正版） 

（１５日 ５時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（５時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在    

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ    

 藤野分署 雪 ＊    

鳥屋出張所 雪 ＊    

青根出張所 雪 １０２ｃｍ    

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ    

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ    

＊ 災害活動対応中のため欠測 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

「雷注意報」継続 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日５時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ７名 

都市建設局土木部 ７５名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １１名 

中央区役所 ４名 

南区役所 ２名 

合 計 ２８２名 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 



34 
 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １０件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 １５日 ０時５０分 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 １５日 ５時００分 

 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０名 軽症４件、中等症６件 
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（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ２件 中央区中央、南区相模台 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 
 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線運転見合わせ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 
全線 本数を減らして運転 

 ロマンスカーは当分の間運休 

京王線 橋本―新宿 上下線遅れ 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 
相模湖駅135人 相模湖総合事務所へ移動 

藤野駅 300人 藤野総合事務所へ移動中 

JR横浜線 淵野辺駅 1,000人 共和中へ移動（80人） 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 ほぼ全域 運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第６報】 

（１５日 ８時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（８時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在   

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ   

 藤野分署 雪 ＊ ＊   

鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ   

青根出張所 雪 １０２ｃｍ ＊   

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ   

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ   

＊ 災害活動対応中のため欠測 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

「雷注意報」継続 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日８時３０分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 １３名 

都市建設局土木部 １１１名 

都市建設局交通政策課 ３名 

消防局 １８３名 

緑区役所 １９名 

中央区役所 ４名 

南区役所 ２名 

合 計 ３３５名 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １０件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 １４日 １６時２０分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 １５日 ０時５０分 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 

解除  ６時０５分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 
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区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０名 軽症４件、中等症６件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ２件 中央区中央、南区相模台 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線運転見合わせ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 
全線 本数を減らして運転 

 ロマンスカーは当分の間運休 

京王線 橋本―新宿 上下線遅れ 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅135人 相模湖総合事務所へ移動 

藤野駅 280人 

藤野総合事務所へ移動（200人） 

藤野公民館へ移動中（70人） 

藤野駅（10人） 

JR横浜線 淵野辺駅 1,000人 共和中へ移動（80人） 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 ほぼ全域 運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第８報】 

（１５日 １４時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日１４時３０分時点）】 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 
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関係各局・区 配備人員 

危機管理局 １３名 

都市建設局土木部 １１０名 

都市建設局交通政策課 ３名 

消防局 １９０名 

緑区役所 １９名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 

合 計 ３３９名 

 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １１件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（橋本駅、

相模湖駅、藤野駅） 

中央区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（淵野辺

駅） 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
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国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 １５日 ０時５０分 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １１名 軽症５件、中等症６件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 １６件（活動中４件） 緑区５件、中央区６件、南区５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線運転見合わせ 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 
全線 上下線遅れ 

 ロマンスカーは当分の間運休 

京王線 橋本―新宿 上下線遅れ 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅135人 相模湖総合事務所へ移動 

藤野駅 280人 

藤野総合事務所へ移動（200人） 

藤野公民館へ移動（70人） 

藤野駅（10人） 

JR横浜線 

淵野辺駅 65人 

共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

横浜線運行再開のため 

１３時００分大野北公民館閉鎖 

橋本駅 3人 

橋本公民館へ移動（3名） 

横浜線運行再開のため 

１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 ほぼ全域 運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第９報】 

（１５日 １７時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日１７時３０分時点）】 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 
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関係各局・区 配備人員 

危機管理局 １３名 

都市建設局土木部 ６０名 

都市建設局交通政策課 ３名 

消防局 １８０名 

緑区役所 １７名 

中央区役所 ３名 

南区役所 ２名 

合 計 ２７８名 

 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １２件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 １５日 ０時５０分 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １２名 軽症５件、中等症７件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 １６件（活動中２件） 緑区５件、中央区６件、南区５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線遅れ 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 
全線 平常運転 

 ロマンスカーは終日運休 

京王線 橋本―新宿 上下線遅れ 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅135人 相模湖総合事務所へ移動 

藤野駅 280人 

藤野総合事務所へ移動（200人） 

藤野公民館へ移動（70人） 

藤野駅（10人） 

JR横浜線 

淵野辺駅 65人 

共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

横浜線運行再開のため 

１３時００分大野北公民館閉鎖 

橋本駅 3人 

橋本公民館へ移動（3名） 

横浜線運行再開のため 

１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 全域 運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１０報】 

（１５日 ２３時３０分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１５日 １４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１５日２３時３０分時点）】 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１５日 



48 
 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ８名 

都市建設局土木部 ４６名 

都市建設局交通政策課 ０名 

消防局 １７９名 

緑区役所 ９名 

中央区役所 ０名 

南区役所 ０名 

合 計 ２４２名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １３件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
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中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １３名 軽症５件、中等症８件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 １７件（全件活動完了） 緑区５件、中央区５件、南区７件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 上下線遅れ 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 
全線 ダイヤの乱れ 

 ロマンスカーは終日運休 

京王線 橋本―新宿 上下線遅れ 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅130人 

・相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨

時運行電車にて帰宅（121人） 

・相模湖総合事務所に滞在（9人） 

藤野駅 280人 

・藤野総合事務所へ移動（200人） 

・藤野公民館へ移動（70人） 

・藤野駅（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

・藤野総合事務所に滞在（1人） 

JR横浜線 

淵野辺駅 65人 

・共和中から大野北公民館へ移動（65人） 

・横浜線運行再開のため 

１５日１３時００分大野北公民館閉鎖 

橋本駅 3人 

・橋本公民館へ移動（3人） 

・横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 ほぼ全域 
運休 

※１５日１８時２０分一部運行開始 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１１報】 

（１６日 ７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１５日 １４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１６日７時００分時点）】 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１６日 
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関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ８名 

都市建設局土木部 ４６名 

都市建設局交通政策課 ０名 

消防局 １７９名 

緑区役所 ９名 

中央区役所 ０名 

南区役所 ０名 

合 計 ２４２名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  １７件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
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中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １７名 軽症８件、中等症９件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 １７件（全件活動完了） 緑区５件、中央区５件、南区７件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
6:15～継続中 

約190世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 上下線遅れ 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 橋本―新宿 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅130人 

・相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨

時運行電車にて帰宅（121人） 

・相模湖総合事務所に滞在（9人） 

藤野駅 280人 

・藤野総合事務所へ移動（200人） 

・藤野公民館へ移動（70人） 

・藤野駅（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

・藤野総合事務所に滞在（1人） 

JR横浜線 

淵野辺駅 65人 

・共和中から大野北公民館へ移動（65人） 

・横浜線運行再開のため 

１５日１３時００分大野北公民館閉鎖 

橋本駅 3人 

・橋本公民館へ移動（3人） 

・横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 ほぼ全域 
運休 

※１５日１８時２０分一部運行開始 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１２報】 

（１６日１３時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１５日 １４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１６日１３時００分時点）】 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１６日 
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関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ８名 

都市建設局土木部 １７９名 

都市建設局交通政策課 ０名 

消防局 １８０名 

緑区役所 １２名 

中央区役所 ０名 

南区役所 ２名 

合 計 ３８１名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ２３件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
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中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ２３名 軽症１１件、中等症１２件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ３８件（全件活動完了） 緑区１７件、中央区１１件、南区１０件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
6:15～継続中 

約190世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運行 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 橋本―新宿 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅４人 

・相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨

時運行電車にて帰宅（121人） 

・相模湖総合事務所に滞在（4人） 

藤野駅 １人 

・藤野総合事務所へ移動（200人） 

・藤野公民館へ移動（70人） 

・藤野駅（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

・藤野総合事務所に滞在（1人） 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１３報】 

（１６日１９時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況（１５日 １４時００分現在） 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１６日 
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   【レベル０配備時の体制（１６日１９時００分時点）】 

関係各局・区 配備人員 

危機管理局 ８名 

都市建設局土木部 ５８名 

都市建設局交通政策課 ０名 

消防局 １７６名 

緑区役所 ８名 

中央区役所 ０名 

南区役所 ０名 

合 計 ２５０名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ２８件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～中津川IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ２８名 軽症１２件、中等症１６件 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ４３件（全件活動完了） 緑区１８件、中央区１４件、南区１１件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
6:15～継続中 

約190世帯 
緑区牧野 
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（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運行 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 小渕沢－高尾 上下線運転見合わせ 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 橋本―新宿 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅４人 

・相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨

時運行電車にて帰宅（121人） 

・相模湖総合事務所に滞在（4人） 

藤野駅 １人 

・藤野総合事務所へ移動（200人） 

・藤野公民館へ移動（70人） 

・藤野駅（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

・藤野総合事務所に滞在（1人） 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１４報】 

（１７日０７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１７日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１７日０７時００分時点）】 

関係各局・区 配備人員 最大人員 

危機管理局 ８名 １３名 

都市建設局土木部 ３０名 １９７名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 

消防局 １７９名 １９０名 

緑区役所 １２名 １９名 

中央区役所 ０名 ４名 

南区役所 ０名 ２名 

合 計 ２２９名 ４２８名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ３３件 

緑区役所 ・情報収集 

・帰宅困難者対策（相模湖

駅、藤野駅） 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
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国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～諏訪IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ３３名 軽症１４件、中等症１８件、重症１名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ４３件（全件活動完了） 緑区１８件、中央区１４件、南区１１件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
6:15～22：06（解消） 

約190世帯 
緑区牧野 
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（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 小渕沢－四方津
し お つ

 
上下線運転見合わせ 

高尾～四方津
し お つ

運転中（３０分間隔） 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 橋本―新宿 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅３人 

・相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（121人） 

・相模湖総合事務所に滞在（3人） 

藤野駅 ０人 

・藤野総合事務所へ移動（200人） 

・藤野公民館へ移動（70人） 

・藤野駅（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運

行電車にて帰宅（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

・藤野総合事務所に滞在（1人） 

・滞在していた１名１６日１７時１５分帰宅 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

・共和中から大野北公民館へ移動（65人） 

・横浜線運行再開のため解消 

１５日１３時００分大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

・橋本公民館へ移動（3人） 

・横浜線運行再開のため解消 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１５報】 

（１７日（月）１３時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ８８ｃｍ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１７日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１７日１３時００分時点）】 

関係各局・区 配備人員 最大人員 

危機管理局 １２名 １３名 

都市建設局土木部 ２５０名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 

消防局 １９３名 １９３名 

緑区役所 ８名 １９名 

中央区役所 ３名 ４名 

南区役所 １４名 １４名 
合 計 ４８３名 ４９６名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案  ５５件 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
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国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 高井戸IC～諏訪IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ５５名 軽症２８件、中等症２４件、重症３名 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ５４件（１件活動中） 緑区２４件、中央区１７件、南区１３件 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 
海老名～橋本駅間の上下線で運転を見

合わせ 

JR中央本線 高尾－四方津
し お つ

 高尾～四方津
し お つ

（大幅な運休） 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動

（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（121人）相模湖総合事務

所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から

退去（1名）滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所か

ら退去（1名）滞在（2名） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所か

ら退去（2名） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動

（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運

行電車にて退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野

総合事務所に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の 1名

退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館

へ移動（65人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 



72 
 

平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１６報】 

（１７日（月）１９時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１７日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１７日１９時００分時点）】 

関係各局・区 配備人員 最大人員 

危機管理局 ９名 １３名 

都市建設局土木部 ６８名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 

消防局 １７２名 １９３名 

緑区役所 ２名 １９名 

中央区役所 ０名 ４名 

南区役所 ２名 １４名 
合 計 ２５７名  

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 八王子IC～諏訪IC  

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ６３名 軽症３６件、中等症２４件、重症３名 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ５５件 緑区２５件、中央区１７件、南区１３件 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 高尾－四方津
し お つ

 高尾～四方津
し お つ

（大幅な運休） 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動

（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（121人）相模湖総合事務

所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から

退去（1名）滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所か

ら退去（1名）滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所か

ら退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動

（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運

行電車にて退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野

総合事務所に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の 1人

退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館

へ移動（65人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１７報】 

（１８日（火）７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１８日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１８日７時００分時点）】 

関係各局・区 配備人員 最大人員 

危機管理局 ５名 １３名 

都市建設局土木部 １８名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １９３名 

緑区役所 ２名 １９名 

中央区役所 ０名 ４名 

南区役所 ０名 １４名 
合 計 ２００名  

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東ICは使用不

可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ７３名 軽症４３件、中等症２７件、重症３名 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ５９件 緑区２７件、中央区１７件、南区１５件 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 高尾－四方津
し お つ

 高尾～四方津
し お つ

（運転本数を減少） 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動

（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（121人）相模湖総合事務

所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から

退去（1名）滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所か

ら退去（1名）滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所か

ら退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動

（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運

行電車にて退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野

総合事務所に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の 1人

退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館

へ移動（65人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１８報】 

（１８日（火）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１８日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１８日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

18日16時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １４名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２７５名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４８０名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

・対応調整 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪活動 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 １４日 １６時３０分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） １４日 １６時３０分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東ICは使用不

可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ８１名 軽症４９件、中等症２９件、重症３名 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６１件 緑区２９件、中央区１７件、南区１５件 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   
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６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 高尾－四方津
し お つ

 高尾～四方津
し お つ

（運転本数を減少） 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動

（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時

運行電車にて帰宅（121人）相模湖総合事務

所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から

退去（1名）滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所か

ら退去（1名）滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所か

ら退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動

（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運

行電車にて退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野

総合事務所に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の 1人

退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館

へ移動（65人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第１９報】 

（１９日（水）７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１９日７時００分時点）】 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１９日 
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関係各局・区 
配備人員 

19日7時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 ７名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ８名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 ２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ０名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 １９２名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

 

関係各局・区 
18（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １４名 

都市建設局土木部 ２７５名 

都市建設局交通政策課 ３名 

消防局 １７５名 

緑区役所 １０名 

中央区役所 ２名 

南区役所 １名 
合 計 ４８０名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 
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県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 

18日 22時00分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 

18日 22時00分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 

18日 23時00分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東ICは使用不

可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 

１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

１５日 ９時２０分 
１６日１１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ８４名 軽症５１件、中等症３０件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６２件 緑区３０件、中央区１７件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 
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停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

（２）帰宅困難者 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 高尾－小淵沢 一部運休 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1名）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1名）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２０報】 

（１９日（水）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（１９日１６時００分時点）】 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月１９日 
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関係各局・区 
配備人員 

19日16時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １２名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２４２名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７３名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４４４名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 
都市建設局交通政策課 ３名 ３名 

消防局 １７５名 １７３名 

緑区役所 １０名 １０名 

中央区役所 ２名 ２名 

南区役所 １名 ２名 
合 計 ４８０名 ４４４名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・除雪作業 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 

・現場確認 

中央区役所 ・情報収集 

南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 
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県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東IC下り出口

は使用不可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ８９名 軽症５３件、中等症３３件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６４件 緑区３１件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 
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停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 高尾－大月 一部運休 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２１報】 

（２０日（木）７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２０日７時００分時点）】 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２０日 
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関係各局・区 
配備人員 

20日7時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 ６名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７３名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 ０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ０名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 １８１名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 
都市建設局交通政策課 ３名 ３名 

消防局 １７５名 １７３名 

緑区役所 １０名 １０名 

中央区役所 ２名 ２名 

南区役所 １名 ２名 
合 計 ４８０名 ４４４名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・自宅待機 

中央区役所 ・自宅待機 

南区役所 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 
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県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東IC下り出口

は使用不可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９１名 軽症５４件、中等症３４件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６４件 緑区３１件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 
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停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

（２）帰宅困難者 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２２報】 

（２０日（木）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２０日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２０日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

20日16時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １４名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２６４名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４７０名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 

南区役所 １名 ２名 ２名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 
中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 
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市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 

（※相模湖東IC下り出口

は使用不可） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９３名 軽症５５件、中等症３５件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６５件 緑区３２件、中央区１８件、南区１５件 
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（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２３報】 

（２１日（金）０７時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２１日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２１日７時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

21日7時 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 ５名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 １名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 ０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ０名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 １８１名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 

南区役所 １名 ２名 ２名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・自宅待機 
中央区役所 ・自宅待機 
南区役所 ・自宅待機 
その他各局 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 城山総合事務所～ １４日 １１時００分 
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市道谷津交点 １８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 

１７日２３時００分解除 
（※相模湖東 IC下り出口の使

用不可は、２０日１８時１０分

解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 １５日１０時２０分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９５名 軽症５７件、中等症３５件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６５件 緑区３２件、中央区１８件、南区１５件 
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（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）その他 

区分 件数 場所 

特になし   

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

       

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２４報】 

（２１日（金）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２１日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２１日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

21日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １５名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２６５名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７４名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４７１名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

緑区役所 ・情報収集 
中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 城山総合事務所～ １４日 １１時００分 
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市道谷津交点 １８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
※２１日 １７時００分解除予定 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 

１７日２３時００分解除 
（※相模湖東 IC下り出口の使

用不可は、２０日１８時１０分

解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 ９７名 軽症５８件、中等症３６件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６５件 緑区３２件、中央区１８件、南区１５件 
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（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 １０件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ８件  

倒木、枝折れ １９件  

その他の被害 ２５件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ６２件  

 

（５）その他 

区分 場所 備考 

農業施設被害 市内一円 ビニールハウス、畜舎等の破損 

工業施設被害 市内一円 工場、倉庫等の破損 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 



116 
 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

 
以 上   

           

危機管理局(内線)3811 

              (電話)042－707－7044 

 

 

 

 

 

 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 



117 
 

平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２５報】 

（２２日（土）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

 

 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２２日 
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（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２２日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

22日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １３名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ４１名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７１名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 ９名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ０名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ２３４名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集、避難場所開設準備 
中央区役所 ・自宅待機 
南区役所 ・自宅待機 
その他各局 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 城山総合事務所～ １４日 １１時００分 
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市道谷津交点 １８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 

１７日２３時００分解除 
（※相模湖東 IC下り出口の使

用不可は、２０日１８時１０分

解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０１名 軽症５９件、中等症３９件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６７件 緑区３４件、中央区１８件、南区１５件 
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（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 １０件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ８件  

倒木、枝折れ １９件  

その他の被害 ２５件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ６２件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 場所 備考 

農業施設被害 市内一円 ビニールハウス、畜舎等の破損 

工業施設被害 市内一円 工場、倉庫等の破損 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 全線 平常運転 

京王線 全線 平常運転 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

（４）小中学校の休校（２１日現在） 
   藤野小学校、藤野北小学校、藤野南小学校、藤野中学校（すべて２４日再開予定） 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日） 
  
 
 
   

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２６報】 

（２３日（日）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２３日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２３日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

23日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １５名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ３７名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ０名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １６６名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 ７名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ０名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ２２５名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １５名 

都市建設局土木部 ３７名 

都市建設局交通政策課 ０名 

消防局 １６６名 

緑区役所 ７名 

中央区役所 ０名 

南区役所 ０名 
合 計 ２２５名 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・自宅待機 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集、避難場所開設準備 
中央区役所 ・自宅待機 
南区役所 ・自宅待機 
その他各局 ・自宅待機 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 
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市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０１名 軽症５９件、中等症３９件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６７件 緑区３４件、中央区１８件、南区１５件 

 

 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 １０件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ８件  

倒木、枝折れ １９件  
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その他の被害 ２５件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ６２件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 場所 備考 

農業施設被害 市内一円 ビニールハウス、畜舎等の破損 

工業施設被害 市内一円 工場、倉庫等の破損 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損 

路線名 区間 状況等 

JR横浜線 全線 平常運転 

JR相模線 全線 平常運転 

JR中央本線 全線 平常運転 

小田急線 小田原線、多摩線 一部列車運休（人身事故の影響） 

京王線 全線 平常運転 
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（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 

（４）小中学校の休校（２１日現在） 
   藤野小学校、藤野北小学校、藤野南小学校、藤野中学校（すべて２４日再開予定） 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 市内全域 一部運休 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２７報】 

（２４日（月）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

区 観測場所 降雪等 １７時現在 ２０時現在 ２３時現在 ２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

 

 

 

 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２４日 
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３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２４日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

24日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １５名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２５３名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７５名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １０名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４６０名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １５名 １５名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 

緑区役所 ７名 １０名 

中央区役所 ０名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 
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市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０１名 軽症５９件、中等症３９件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６７件 緑区３４件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 １０件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ８件  

倒木、枝折れ １９件  

その他の被害 ２５件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 
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計 ６２件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 場所 備考 

農業施設被害 市内一円 ビニールハウス、畜舎等の破損 

工業施設被害 市内一円 工場、倉庫等の破損 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

 
（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行。 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅０人 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（130人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（121人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅０人 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 
・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（４）小中学校の休校（２４日現在） 
   現時点で雪による休校はなし。 
   なお、鳥屋小学校及び根小屋小学校は３０分繰り下げて登校。 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 三ヶ木～橋本駅 一部区間で迂回運行 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２８報】 

（２５日（火）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２５日 
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・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２５日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

25日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １５名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２５７名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７４名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４６５名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

25日（火）

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １５名 １５名 １５名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 
２５７

名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 １７４名 

緑区役所 ７名 １０名 １２名 

中央区役所 ０名 ２名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 ４６５名 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 

１４日 １１時００分 

２５日 １５時００分解除 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日 ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日 ６時０５分解除 
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市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 

１９日１０時００分 

２４日１７時３０分解除 

      ：通行止めが解除になった箇所 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０１名 軽症５９件、中等症３９件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６７件 緑区３４件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２６件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ９件  

倒木、枝折れ ２３件  

その他の被害 ２１件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ７９件  
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（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ７６件 133,417 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ２４件 100,200 畜舎、堆肥舎の破損等 

工場被害 ８件 調査中 全壊５棟、半壊３棟 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

 
（２）帰宅困難者 

 

 

 

 

 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（131人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・ １７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（3人） 

・ １７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・ １７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 



139 
 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行 

（４）小中学校の休校（２５日現在） 
   現時点で雪による休校はなし。 
   なお、鳥屋小学校及び根小屋小学校は３０分繰り下げて登校、桂北小学校は一部の学

年で下校時間を繰り上げ。 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 三ヶ木～橋本駅 一部区間で迂回運行 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第２９報】 

（２６日（水）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２６日 
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・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２６日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

26日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １３名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２５４名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７６名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４６２名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

25日（火）

ﾋﾟｰｸ 16:00 

26日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １５名 １５名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 ２５７名 ２５４名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 ３名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 １７４名 １７６名 

緑区役所 ７名 １０名 １２名 １２名 

中央区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 ４６５名 ４６２名 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 １４日 １１時００分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 
２５日 １５時００分解除 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日   ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日   ６時０５分解除 
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市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 
２４日 １７時３０分解除 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０１名 軽症５９件、中等症３９件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ６７件 緑区３４件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２６件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ９件  

倒木、枝折れ ２３件  

その他の被害 ２１件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 
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計 ７９件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ７６件 133,417 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ２４件 100,200 畜舎、堆肥舎の破損等 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

 
（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損（被害額は調査中） 

工場 ８棟 全壊５棟、半壊３棟（被害額は調査中） 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（131人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・１７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人） 

滞在（3人） 

・１７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・１７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（４）小中学校の休校（２６日現在） 
   現時点で雪による休校はなし。 
   なお、鳥屋小学校は３０分繰り下げて登校。 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

神奈川中央交通 三ヶ木～橋本駅 一部区間で迂回運行 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第３０報】 

（２７日（木）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２７日 
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・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

・２６日２１時１５分「乾燥注意報」解除 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２７日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

27日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １１名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２４９名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７６名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４４５名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

25日（火）

ﾋﾟｰｸ 16:00 

26日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

27日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １５名 １５名 １５名 １３名 １１名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 ２５７名 ２５４名 ２４９名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 ３名 ３名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 １７４名 １７６名 １７６名 

緑区役所 ７名 １０名 １２名 １２名 １２名 

中央区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 ４６５名 ４６２名 ４４５名 
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（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 
１４日 １１時００分 
２７日 １７時００分解除 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 
２５日 １５時００分解除 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日   ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日   ６時０５分解除 
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市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 
２４日 １７時３０分解除 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０４名 軽症６０件、中等症４１件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ７０件 緑区３７件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 
16日6:15～22：06 

約190世帯 
緑区牧野 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２６件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ９件  

倒木、枝折れ ２３件  

その他の被害 ２１件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 



150 
 

計 ７９件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ７６件 133,417 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ２４件 100,200 畜舎、堆肥舎の破損等 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

 
（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損（被害額は調査中） 

工場 ８棟 全壊５棟、半壊３棟（被害額は調査中） 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（131人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・１７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人） 

滞在（3人） 

・１７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・１７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 
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（４）小中学校の休校（２７日現在） 
   現時点で雪による休校はなし。 
   なお、鳥屋小学校は３０分繰り下げて登校、桂北小学校は４５分繰り上げて下校。 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間 状況等 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第３１報】 

（２８日（金）１６時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

相模原市危機管理局 

平成２６年２月２８日 
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・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

・２６日２１時１５分「乾燥注意報」解除 

・２７日１６時５８分「雷注意報」発表 

・２７日０４時１２分「雷注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（２８日１６時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

28日16:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １３名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２５１名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ３名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７４名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４５７名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

25日（火）

ﾋﾟｰｸ 16:00 

26日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

27日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １５名 １５名 １５名 １３名 １１名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 ２５７名 ２５４名 ２４９名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 ３名 ３名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 １７４名 １７６名 １７６名 

緑区役所 ７名 １０名 １２名 １２名 １２名 

中央区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 ４６５名 ４６２名 ４４５名 
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関係各局・区 
28日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １３名 

都市建設局土木部 ２５１名 

都市建設局交通政策課 ３名 

消防局 １７４名 

緑区役所 １２名 

中央区役所 ２名 

南区役所 ２名 
合 計 ４５７名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 
１４日 １１時００分 
２７日 １７時００分解除 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 
２５日 １５時００分解除 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
１４日 ２２時４０分 
２１日 １７時００分解除 
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国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日   ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日   ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 
２４日 １７時３０分解除 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０４名 軽症６０件、中等症４１件、重症３名 

   

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ７１件 緑区３８件、中央区１８件、南区１５件 

 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 16日6:15～22：06 緑区牧野 
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約190世帯 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２６件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ９件  

倒木、枝折れ ２３件  

その他の被害 ２１件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ７９件  

 

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ８０件 131,104 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ２５件 100,200 畜舎、堆肥舎の破損等 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損（被害額は調査中） 

工場 ９棟 全壊１棟、半壊１棟、その他７棟（被害額は調査中） 
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（２）帰宅困難者 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行 

（４）小中学校の休校（２月２８日現在） 
   現時点で雪による休校はなし。 
   なお、桂北小学校は４５分繰り上げて下校。 
 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 

 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（131人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・１７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人） 

滞在（3人） 

・１７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・１７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第３２報】 

（３日（月）１０時００分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

＊ 災害活動対応中のため欠測 

   ※ 積雪情報については、１５日１４時現在をもって終了とします。 

 

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

相模原市危機管理局 

平成２６年３月３日 



159 
 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

・２６日２１時１５分「乾燥注意報」解除 

・２７日１６時５８分「雷注意報」発表 

・２７日０４時１２分「雷注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   １４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   【レベル０配備時の体制（３日１０時００分時点）】 

関係各局・区 
配備人員 

3日10:00 

14日（金）

ﾋﾟｰｸ 17：30 

15日（土）

ﾋﾟｰｸ 11：30 

16日（日）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

17日（月）

ﾋﾟｰｸ 13：00 

危機管理局 １４名 ７名 １１名 ８名 １２名 

都市建設局土木部 ２７５名 １９７名 １５５名 １７９名 ２５０名 

都市建設局交通政策課 ２名 ０名 ３名 ０名 ３名 

消防局 １７３名 １８３名 １８４名 １８０名 １９３名 

緑区役所 １２名 １０名 １９名 １２名 ８名 

中央区役所 ２名 ２名 ６名 ０名 ３名 

南区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 １４名 
合 計 ４８０名 ４０１名 ３８０名 ３８１名 ４８３名 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

関係各局・区 
18日（火） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

19日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

20日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

21日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

22日（土） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

危機管理局 １４名 １２名 １４名 １５名 １３名 

都市建設局土木部 ２７５名 ２４２名 ２６４名 ２６５名 ４１名 

都市建設局交通政策課 ３名 ３名 ３名 ３名 ０名 

消防局 １７５名 １７３名 １７５名 １７４名 １７１名 

緑区役所 １０名 １０名 １０名 １０名 ９名 

中央区役所 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名 

南区役所 １名 ２名 ２名 ２名 ０名 
合 計 ４８０名 ４４４名 ４７０名 ４７１名 ２３４名 

 

関係各局・区 
23日（日） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

24日（月） 

ﾋﾟｰｸ 16:00 

25日（火）

ﾋﾟｰｸ 16:00 

26日（水） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

27日（木） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

危機管理局 １５名 １５名 １５名 １３名 １１名 

都市建設局土木部 ３７名 ２５３名 ２５７名 ２５４名 ２４９名 

都市建設局交通政策課 ０名 ３名 ３名 ３名 ３名 

消防局 １６６名 １７５名 １７４名 １７６名 １７６名 

緑区役所 ７名 １０名 １２名 １２名 １２名 

中央区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 

南区役所 ０名 ２名 ２名 ２名 ２名 
合 計 ２２５名 ４６０名 ４６５名 ４６２名 ４４５名 
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関係各局・区 
28日（金） 

ﾋﾟｰｸ 16：00 

3日（月） 

ﾋﾟｰｸ 10:00 

危機管理局 １３名 １４名 

都市建設局土木部 ２５１名 ２７５名 

都市建設局交通政策課 ３名 ２名 

消防局 １７４名 １７３名 

緑区役所 １２名 １２名 

中央区役所 ２名 ２名 

南区役所 ２名 ２名 
合 計 ４５７名 ４８０名 

 

（２）関係部局の対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・情報収集 

都市建設局土木部 ・情報収集 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・情報収集 

消防局 ・情報収集 

・降雪に関連する災害対応 

・救急事案 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・情報収集 
・避難場所開設準備 

中央区役所 ・情報収集 
南区役所 ・情報収集 
その他各局 ・情報収集 

 
４ 交通規制 

（１）通行止め 

路線名 区間等 規制日時 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 
１４日 １１時００分 
２７日 １７時００分解除 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 
１４日 １１時００分 
１８日 １０時００分解除 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 
１４日 １１時００分 
２５日 １５時００分解除 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
１４日 １６時２０分 
１５日 １０時００分解除 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
１４日 １６時３０分 
１８日 ２２時００分解除 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 
１４日 ２１時００分 
２３日 １２時００分解除 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） １４日 ２２時４０分 
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２１日 １７時００分解除 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 
１４日 ２３時００分 
１８日 ２３時００分解除 

中央道 八王子IC～諏訪IC 
１７日２３時００分解除 
（※相模湖東IC下り出口、 

２０日１８時１０分解除） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山町

１番４１）～小山１丁目交差点 
１５日 ０時５０分 
１６日   ９時５０分解除 

県道503号（相模原立川） 横山公園前交差点～上溝交差点 
１５日 ０時５０分 
１５日 １７時００分解除 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
１５日 ５時００分 
１５日   ６時０５分解除 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 
１５日 ９時２０分 
１６日 １１時５５分解除 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
１５日１０時２０分 
１８日  ９時３４分解除 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 
１５日 ７時１０分 
１５日 １３時００分解除 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） １６日１９時００分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 
１９日１０時００分 
２４日 １７時３０分解除 

      ：通行止めが解除になった箇所 

 

５ 被害状況等 

（１）雪に関連する救急搬送 

区分 人数 負傷の程度 

救急事故 １０４名 軽症６０件、中等症４１件、重症３名 

（２）雪に関連する災害活動状況 

区分 件数 場所 

倒木 １件 南区当麻 

消防出動事案 ７１件 緑区３８件、中央区１８件、南区１５件 

（３）ライフライン 

区分 概要 場所 

停電 
15日3：25～3：27 

1,475世帯 

緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、 

青野原の一部 

停電 
15日8:45～8:47 

1,320世帯 

小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、

田名の一部 

停電 
15日16:00～17:00 

約200世帯 
緑区牧野 

停電 
15日19:50～22:11 

約1,100世帯 
緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 
16日4:14～4:17 

世帯数不明 
緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 16日6:15～22：06 緑区牧野 
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約190世帯 

停電 
20日14:15～15：53

約800世帯 
緑区青根、牧野 

 

（４）公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２６件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り ９件  

倒木、枝折れ ２３件  

その他の被害 ２２件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ８０件  

（５）建物被害（通報により現場の状況を確認した事案） 

 

 

 

 

 

（６）その他 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ８０件 131,104 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ２５件 100,200 畜舎、堆肥舎の破損等 

 

６ その他 

（１）鉄道運行状況 

   現時点で雪による運休等はなし。 

（２）帰宅困難者 

区分 棟数 備考 

住家 ３棟 一部破損 

商業施設 １棟 一部破損（被害額は調査中） 

工場 ９棟 全壊１棟、半壊１棟、その他７棟（被害額は調査中） 



163 
 

（３）バス運行状況 

   次の一部区間を除き平常運行 

（４）小中学校の休校（３月３日現在） 
   雪による休校等はなし。 
    
（５）雪崩等による自主避難場所の開設（２月２２日から） 
  
 
 
   

 

 
 
 
 ※ 特段の変更がない限り、これをもって最終報とします。 

 

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

                       (電話)042－707－7044  

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車に

て帰宅（131人）相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・１７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人） 

滞在（3人） 

・１７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

滞在（2人） 

・１７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、 

藤野駅に滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて

退去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖、藤野総合事務所

に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65

人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため 

大野北公民館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため 

１５日１２時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 区間 状況等 

富士急山梨バス 上野原駅～奥牧野～無生野 運休（市内４停留所） 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

①藤野総合事務所 

②藤野中央公民館 

③藤野農村環境改善センター 
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 平成２６年２月１４日(金)降雪に伴う対応状況【第３３報】 

（３月２０日（木）１７時１５分現在） 

 

１ 各区の降雪の状況 

 【降雪の状況】 

 ・降り始め…････２月１４日（金）午前５時３０分 

 ・降雪のピーク…２月１４日（金）午後４時から午後５時まで（５ｃｍ／時間） 

                 午後５時から午後６時まで（５ｃｍ／時間） 

 ・降り終わり…･･２月１５日（土）午前５時００分（雨に変わる） 

区 観測場所 降雪等 
１４日 

１７時現在 
２０時現在 ２３時現在 

１５日 

２時現在 

緑 区 津久井消防署 雪  １９ｃｍ  ３６ｃｍ  ４８ｃｍ ５４ｃｍ 

 藤野分署 雪  ２２ｃｍ  ３８ｃｍ  ５０ｃｍ ＊ 

鳥屋出張所 雪 ２７ｃｍ ４１ｃｍ ５９ｃｍ ＊ 

青根出張所 雪  ３１ｃｍ  ４２ｃｍ  ６５ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪  １９ｃｍ  ３１ｃｍ  ４１ｃｍ ５１ｃｍ 

南 区 南消防署 雪  １０ｃｍ  １６ｃｍ  ２０ｃｍ ２３ｃｍ 

    

区 観測場所 降雪等 ５時現在 ８時現在 １１時現在 １４時現在 

緑 区 津久井消防署 雪 ６３ｃｍ ６０ｃｍ ５５ｃｍ ５１ｃｍ 
 藤野分署 雪 ＊ ＊ ＊ １００ｃｍ 
鳥屋出張所 雪 ＊ ７６ｃｍ ＊ ＊ 
青根出張所 雪 １０２ｃｍ １０１ｃｍ １００ｃｍ ＊ 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ ５６ｃｍ ４５ｃｍ ４３ｃｍ 
南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ ２３ｃｍ 
 

区 観測場所 降雪等 最高値 

緑 区 津久井消防署 雪 ６４ｃｍ（１５日６時） 

 藤野分署 雪 １００ｃｍ（１５日１４時） 

鳥屋出張所 雪 ８５ｃｍ（１５日６時） 

青根出張所 雪 １０４ｃｍ（１５日６時） 

中央区 消防本部 雪 ５６ｃｍ（１５日４時） 

南 区 南消防署 雪 ２３ｃｍ（１５日２時） 

    

２ 気象情報 

  ・１３日２１時４３分「大雪注意報、風雪注意報、着雪注意報」発表 

・１４日１６時４４分「大雪警報」発表 

・１４日２３時０４分「雷注意報」発表 

・１５日０４時２４分「大雪警報」「風雪、着雪注意報」解除 

          「大雨注意報、強風注意報、洪水注意報」発表 

・１５日０９時３６分「大雨注意報、洪水注意報」解除 

・１５日１０時５２分「雷注意報」解除 

・１５日１３時３９分「強風注意報」解除 

・１７日０４時４４分「乾燥注意報」発表 

・２０日１１時２７分「なだれに関する神奈川県気象情報」発表 

相模原市危機管理局 

平成２６年３月２７日 
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・２６日２１時１５分「乾燥注意報」解除 

・２７日１６時５８分「雷注意報」発表 

・２７日０４時１２分「雷注意報」解除 

 

３ 関係部局の体制及び対応状況 

（１）配備体制 

   ２月１４日１６時４４分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」配備 発令 

   ３月 ３日１２時００分「特殊災害情報連絡体制（レベル０）」解除 

日時＼所属 危機管理局 都市建設局 

土木部 

都市建設局 

交通政策課 

消防局 緑区役所 中央区役所 南区役所 合 計 

14日（金） ７ １９７ ０ １８３ １０ ２ ２ ４０１ 

15日（土） １１ １５５ ３ １８４ １９ ６ ２ ３８０ 

16日（日） ８ １７９ ０ １８０ １２ ０ ２ ３８１ 

17日（月） １２ ２５０ ３ １９３ ８ ３ １４ ４８３ 

18日（火） １４ ２７５ ３ １７５ １０ ２ １ ４８０ 

19日（水） １２ ２４２ ３ １７３ １０ ２ ２ ４４４ 

20日（木） １４ ２６４ ３ １７５ １０ ２ ２ ４７０ 

21日（金） １５ ２６５ ３ １７４ １０ ２ ２ ４７１ 

22日（土） １３ ４１ ０ １７１ ９ ０ ０ ２３４ 

23日（日） １５ ３７ ０ １６６ ７ ０ ０ ２２５ 

24日（月） １５ ２５３ ３ １７５ １０ ２ ２ ４６０ 

25日（火） １５ ２５７ ３ １７４ １２ ２ ２ ４６５ 

26日（水） １３ ２５４ ３ １７６ １２ ２ ２ ４６２ 

27日（木） １１ ２４９ ３ １７６ １２ ２ ２ ４４５ 

28日（金） １３ ２５１ ３ １７４ １２ ２ ２ ４５７ 

3月3日（月） １４ ２７５ ２ １７３ １２ ２ ２ ４８０ 

※表中の人数は、当日の最大数とし、庁舎等の除雪作業に従事した人数を含まない。 

※この他に２０日１７時１５分以降、各局・区に情報連絡員１名以上配備 

 

（２）関係部局の主な対応 

関係各局・区 主な対応 

危機管理局 ・被害情報集約 

・各局・区役所との連絡調整 

・関係機関等との連絡調整  

・現地状況調査 

・市民等への情報発信 

都市建設局土木部 ・除雪作業 

・津久井地域道路パトロール（雪崩危険箇所） 

都市建設局交通政策課 ・鉄道事業者との連絡調整 

・バス事業者との連絡調整 

消防局 ・災害対応 

・孤立地区の現場確認 

・津久井地域巡回（雪崩の危険箇所等確認） 

緑区役所 ・帰宅困難者の対応 
・被害情報収集 
・避難場所開設準備 
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中央区役所 ・帰宅困難者の対応 

・被害情報収集 
南区役所 ・被害情報収集 
その他各局 ・被害情報収集 

 

４ 交通規制の状況 

路線名 区間等 規制期間 

市道松風都井沢 パパステニスクラブ～梅園 
2月14日11時00分～ 

27日17時00分 

市道温泉坂 
城山総合事務所～ 

市道谷津交点 

2月14日11時00分～ 

18日10時00分 

市道久保沢１号 
山王神社～県道５１０号長竹

川尻交点 

2月14日11時00分～ 

25日15時00分 

県道６３号(相模原大磯) 塚場交差点～中ノ原 
2月14日16時20分～ 

15日10時00分 

県道５２号（相模原町田） 相模原愛川インター入口 
2月14日16時30分～ 

18日22時00分 

圏央道 （相模原愛川IC～海老名） 
2月14日16時30分～ 

18日22時00分 

県道７６号（山北藤野） 
藤野南小～ 

国道413号交差点（宮沢新橋） 

2月14日21時00分～ 

23日12時00分 

国道４１３号 西野々交差点～両国橋（県境） 
2月14日22時40分～ 

21日17時00分 

国道２０号 
八王子市南浅川町～ 

緑区千木良 

2月14日23時00分～ 

18日23時00分 

中央道 八王子IC～諏訪IC 

2月14日23時00分～ 

17日23時00分 

（※相模湖東IC下り出

口、20日18時10分） 

市道大山氷川 

（ふれあい立体） 

ふれあい立体西交差点（大山

町）～小山１丁目交差点 

2月15日00時50分～ 

16日09時50分 

県道503号（相模原立川） 
横山公園前交差点～上溝交差

点 

2月15日00時50分～ 

15日17時00分 

国道２０号 緑区与瀬 きのこ茶屋付近 
2月15日05時00分～ 

15日06時05分 

市道磯部相武台 
新磯橋交差点～新磯橋の坂下

付近 

2月15日09時20分～ 

16日11時55分 

市道下九沢８３号 下九沢１７０５番付近 
2月15日10時20分～ 

18日09時34分 

県道５２号 
麻溝小学校交差点～ 

下当麻交差点 

2月15日07時10分～ 

15日13時00分 

県道５１５号 三井～名手（全面通行止め） 
2月16日19時00分～ 

3月11日17時00分 

市道藤木沢 
緑区葉山島～ 

相模野カントリー倶楽部 

2月19日10時00分～ 

24日17時30分 
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５ 被害状況等 

（１）人的被害 

人数 負傷の程度 

１０４名 軽症６０件、中等症４１件、重症３名 

 

（２）建物被害 

ア 住家被害 

区分 棟数 内訳 

全壊 ４棟 緑区：４棟 中央区：－ 南区：－ 

半壊 － 緑区：－ 中央区：－ 南区：－ 

一部破損 ６２棟 緑区：４３棟 中央区：９棟 南区：１０棟 

 

イ 公共施設の被害状況 

区分 件数 備考 

建物一部損壊 ２９件 窓ガラス、雨樋等の破損 

雨漏り １０件  

倒木、枝折れ ２７件  

その他の被害 ２３件 駐輪場屋根、プール日除け等の破損 

計 ８９件  

 

ウ その他の建物被害 

 

 

 

 

（３）ライフライン被害 

区分 概要 場所 

停電 15日3:25～3:27  1,475世帯 
緑区沢井、寸沢嵐、若柳、三ケ木、青野原

の一部 

停電 15日8:45～8:47  1,320世帯 
小渕、名倉、日連、牧野、吉野、上溝、田

名の一部 

停電 15日16:00～17:00 約200世帯 緑区牧野 

停電 15日19:50～22:11 約1,100世帯 緑区青根、青野原、青山、牧野、寸沢嵐 

停電 16日4:14～4:17  世帯数不明 緑区牧野、日連、名倉、小渕 

停電 16日6:15～22:06  約190世帯 緑区牧野 

停電 20日14:15～15:53 約800世帯 緑区青根、牧野 

 

（４）その他の被害 

区分 件数 被害額（千円） 被害内容等 

農業被害 ８０件 164,000 園芸施設（ビニールハウス等）の破損等 

畜産被害 ３４件 115,000 畜舎、堆肥舎の破損等 

 

 

 

区分 棟数 備考 

商業施設 １棟 一部破損（被害額は調査中） 

工場 ９棟 全壊１棟、半壊１棟、その他７棟（被害額は調査中） 
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６ その他 

（１）鉄道運休状況（運転見合わせ含む） 

 

（２）帰宅困難者 

 

（３）バス運行状況 

 
 
 

路線名 状況等 

JR横浜線 15日午前２時頃～15日午後２時頃 上下線全線で運転見合わせ 

JR相模線 14日午後８時頃～15日午後５時頃 上下線全線で運転見合わせ 

JR中央本線 
15日午前２時頃～18日午前７時頃 上下線（小渕沢－高尾間）で運転見合わせ 

【17日午前７時頃 高尾～四方津
し お つ

運転再開】 

小田急線 14日午後５時頃～16日午前７時頃 ロマンスカー運休 

京王線 14日午後８時頃～15日午前２時頃 一部運休 

路線名 現在の帰宅困難者数 状況等 

JR中央本線 

相模湖駅 ０人 

 

最大１３５人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分相模湖総合事務所へ移動（135人） 

・１５日２１時４５分相模湖駅発の上り臨時運行電車にて

帰宅（131人） 

⇒相模湖総合事務所に滞在（4人） 

・１７日７時００分相模湖総合事務所から退去（1人） 

⇒滞在（3人） 

・１７日１０時３０分相模湖総合事務所から退去（1人）

⇒滞在（2人） 

・１７日１２時５５分相模湖総合事務所から退去（2人） 

藤野駅 ０人 

 

最大２８０人 

【１５日０３時３５分時点】 

・１５日３時３５分藤野総合事務所へ移動（200人） 

・１５日８時５０分藤野公民館へ移動（70人）、藤野駅に

滞在（10人） 

・１５日２１時００分藤野駅発の上り臨時運行電車にて退

去（279人） 

・１５日２１時００分藤野公民館閉鎖 

⇒藤野総合事務所に滞在（1人） 

・１６日１７時１５分藤野総合事務所の1人退去 

JR横浜線 

淵野辺駅 ０人 

最大６５人 

【１５日０２時４０分】 

・１５日２時４０分共和中に移動（65人） 

・１５日９時５０分共和中から大野北公民館へ移動（65人） 

・１５日１３時００分横浜線運行再開のため、大野北公民

館閉鎖 

橋本駅 ０人 

最大３人 

【１５日０９時３０分時点】 

・１５日９時３０分橋本公民館へ移動（3人） 

・１５日１２時３５分横浜線運行再開のため、１５日１２

時３０分橋本公民館閉鎖 

路線名 状況等 

神奈川中央交通 

15日早朝～22日運休 

【18日緑区の一部を除き運転再開】 

【22日全線運転再開】 

富士急山梨バス 2月15日～3月3日運休（市内４停留所） 
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（４）小中学校の休校 

 
（５）雪崩等による自主避難場所の開設 

２月２２日から３月３日までの間、次の施設を開放した。 
なお、各施設への避難者はなし。 

  
 
 
   

 

 
 
 
    

以 上    

           

危機管理局(内線)3811  

              (電話)042－707－7044  

 

月日 休校数 学校名 

２月１４日（金） ５校 
【小学校】中野小、津久井中央小、青野原小 

【中学校】鳥屋中、青野原中 

２月１７日（月） ３８校 

【小学校】 

大沢小、作の口小、陽光台小、大島小、二本松小、宮上小、

九沢小、新宿小、夢の丘小、川尻小、湘南小、広陵小、広

田小、中野小、根小屋小、串川小、津久井中央小、鳥屋小、

青野原小、青根小、桂北小、千木良小、内郷小、藤野北小、

藤野小、藤野南小 

【中学校】 

大沢中、内出中、相模丘中、中沢中、中野中、串川中、鳥

屋中、青野原中、青根中、北相中、内郷中、藤野中 

２月１８日（火） １８校 

【小学校】 

中野小、根小屋小、串川小、津久井中央小、鳥屋小、青根

小、桂北小、千木良小、内郷小、藤野北小、藤野小、藤野

南小 

【中学校】 

中野中、串川中、鳥屋中、青根中、北相中、藤野中 

２月１９日（水） ５校 
【小学校】内郷小、藤野北小、藤野小、藤野南小 

【中学校】藤野中 

２月２０日（木） ４校 
【小学校】藤野小、藤野北小、藤野南小 
【中学校】藤野中 

２月２１日（金） ４校 
【小学校】藤野小、藤野北小、藤野南小 
【中学校】藤野中 

管内 場所 

城山まちづくりセンター 城山総合事務所 

津久井まちづくりセンター 津久井総合事務所 

相模湖まちづくりセンター 相模湖総合事務所 

藤野まちづくりセンター 

藤野総合事務所 

藤野中央公民館 

藤野農村環境改善センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状 況 写 真 
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【積雪の状況】 

 

  

南区相模大野地内 合同庁舎前交差点（２月１４日） 南区相模大野地内（２月１４日） 

 

緑区 JR相模湖駅（２月１５日） 緑区 アートラボはしもと（２月１５日） 

 

緑区青根地内【国道４１３号】（２月１５日） 中央区 淵野辺駅（２月１５日） 
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緑区 城山総合事務所（２月１５日） 緑区 大島小学校（２月１７日） 

  

緑区青根地内（２月１７日） 緑区佐野川【登里地区】（２月１８日） 

  

緑区佐野川【登里地区】（２月１８日） 緑区青根地内【平丸トンネル】（２月１８日） 
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緑区青根地内【神之川キャンプ場】（２月１８日） 緑区 津久井総合事務所（２月２０日） 

  

緑区 青野原グランド（２月２０日） 緑区 青野原グランド（２月２０日） 

  

緑区青野原西野々（２月２０日） 緑区青根地内【県道７６号】（２月２０日） 
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緑区青根地内【県道７６号】（２月２０日） 緑区 名倉グランド（２月２０日） 

  

緑区 名倉グランド（２月２０日） 緑区澤井【栃谷地内】（２月２０日） 

  

緑区青根橋津原（２月２０日） 緑区 青根出張所（２月２０日） 
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緑区 青根診療所（２月２０日） 緑区 鉢岡山（２月２０日） 

  

緑区 三ヶ木バスターミナル（２月２０日） 緑区菅井地内（２月２３日） 

 
 

緑区菅井地内（２月２３日） 緑区菅井地内（２月２３日） 
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緑区青根地内【県道７６号】（２月２３日） 緑区青根地内【県道７６号】（２月２８日） 

 

山梨県道志村（２月２３日） 
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【被害状況】 

 

  

緑区 串川中学校 校舎被害状況 緑区寸沢嵐 牛舎被害状況 

  

緑区大島地内 堆肥舎被害状況 緑区 馬本生活改善センター被害状況 

  

緑区 緑のラブレター被害状況 中央区 淵野辺公園東屋被害状況 
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中央区田名 交通事故状況 南区上鶴間本町 ビニールハウス被害状況 
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【その他】 

 

  

緑区 綱子トンネル雪崩の状況 緑区 藤野地区 職員によるバス停付近の除雪作業 

 

緑区 鳥屋中学校通学路の状況 緑区 鳥屋小学校の状況 

 

南区 北里グラウンド【陣馬山からの救助】 


