
1 

 

様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
第５９回 相模原市防災会議 

事務局 

（担当課） 
危機管理課 

開催日時 平成２６年１１月１１日（火） 午後３時３０分～５時００分 

開催場所 相模原市役所 第２別館３階 第３委員会室 

出 

席 

者 

委 員   ４３人（別紙のとおり） 

その他    

事務局   １５人（危機管理課長、他１４人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

１ あいさつ 

 

２ 議 題 

 相模原市地域防災計画の修正案（第２ステップ）について 

 

３ その他 

（１） 台風１８号による大雨について 

（２） 第３５回九都県市合同防災訓練の実施結果について 

（３） 平成２６年度における防災・減災の主な取組について 

（４） その他 
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審議経過 

１ あいさつ 

 

事務局である危機管理課長の進行により開会され、会長である加山市長のあいさ

つの後、出席者が定足数に達していることを確認した（加山市長はあいさつ後、所

用により退席）。 

次に、会長代理である山口委員（副市長）の進行により、本会議を「相模原市審

議会等公開基準」に基づき傍聴者の有無について確認され、事務局より傍聴希望者

がない旨報告し、議題に入った。 

 

２ 議題 相模原市地域防災計画の修正案（第２ステップ）について 

 

議題について、事務局より資料１－１から１－４に基づき、地域防災計画の修正

案（第２ステップ）について説明が行われ、承認された。 

 

３ その他  

（１）台風１８号による大雨について 

横浜地方気象台長である萬納寺委員より資料に基づき説明が行われた。 

 （２）第３５回九都県市合同防災訓練の実施結果について 

  事務局より資料２に基づき説明が行われた。 

 （３）平成２６年度における防災・減災の主な取組について 

  事務局より資料３に基づき説明が行われた。 
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 （４）その他 

  関東農政局横浜地域センターより、「被災地域の振興に向けた被災地産食品の活用

促進」について、情報提供が行われた。 

 

                               以上 
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選　任　区　分 区　分 役　　職　　名 氏　　名 出欠席

1 市長 会長 相模原市長 加山　俊夫 出席

2 市長の部内の職員 会長代理 相模原市副市長 山口　和夫 出席

3 市長が特に必要と認めた者 陸上自衛隊第４施設群長 　　 武隈　康一(※2) 出席

4 関東地方整備局相武国道事務所長 　　 河村　英知(※2) 出席

5 関東運輸局　神奈川運輸支局長 大蔵　幸雄 欠席

6
農林水産省関東農政局
横浜地域センター総括管理官

松井　正信 出席

7 相模原労働基準監督署長      黒沢　武(※2) 出席

8 気象庁横浜地方気象台長 萬納寺　信崇 出席

9 県央地域県政総合センター所長      川﨑　泰彦(※2) 出席

10 厚木土木事務所津久井治水センター所長 小松　雅一 出席

11 神奈川県企業庁相模原水道営業所長 千葉　祐一 出席

12 相模原市警察部長      清水　伸一(※2) 出席

13 相模原警察署長      秋葉　弘幸(※2) 出席

14 相模原南警察署長      大越　紳二(※2) 出席

15 相模原北警察署長      山本　義明(※2) 出席

16 津久井警察署長 　　矢部　聡(※2) 出席

17 日本郵便株式会社　相模原郵便局長 豊田　弘道 出席

18 東日本旅客鉄道株式会社　橋本駅長 古関　栄一 欠席

19
株式会社ＮＴＴ東日本　東京事業部
東京西支店　東京西支店長(※1)

     高木　諭介(※2) 出席

20 日本通運株式会社　相模原支店長      山崎　俊哉(※2) 出席

21 東京電力株式会社　相模原支社長      伊藤　正二(※2) 出席

22
東京ガス株式会社　神奈川支社
神奈川西支店長

中濱　一芳 出席

23 日本赤十字社神奈川県支部事務局長 近藤　晶一 出席

24
中日本高速道路株式会社八王子支社
八王子保全・サービスセンター所長

　　川頭　孝浩(※2) 出席

25 小田急電鉄株式会社　相模大野駅長 　　佐藤　寛之(※2) 出席

26 京王電鉄株式会社　相模原管区長   下川　学(※2) 出席

27
神奈川中央交通株式会社
相模原営業所長

山田　新一 出席

28
一般社団法人神奈川県トラック協会
相模原ブロック長

     吉田　修一(※2) 出席

29 一般社団法人相模原市医師会会長 黒沢　恒平 出席

30 消防団長 相模原市消防団長      清水　映彦(※2) 出席

31 相模原市自治会連合会理事 武井　弘吉 出席

32
特定非営利活動法人
男女共同参画さがみはら代表理事

大谷　静子 出席

33
社会福祉法人
相模原市社会福祉協議会理事

田所　洋子 出席

34 相模原市消費者団体連絡会代表 大野　喜久子 出席

35 市長が特に必要と認めた者 一般社団法人相模原市建設業協会会長 篠﨑　栄治 出席

36 市長が特に必要と認めた者 相模原市立小中学校長会役員 山重　ふみ子 出席

37 市長の部内の職員 相模原市副市長 小星　敏行 出席

38 市長の部内の職員 相模原市副市長 小池　裕昭 出席

39 教育長 相模原市教育委員会教育長 岡本　実 出席

40 市長の部内の職員 相模原市危機管理監 笹野　章央 出席

41 市長の部内の職員 相模原市緑区長      北村　美仁(※2) 出席

42 市長の部内の職員 相模原市中央区長      佐藤　浩三(※2) 出席

43 市長の部内の職員 相模原市南区長 服部　裕明 出席

44 市長が特に必要と認めた者 相模原市議会局長 川上　宏 出席

45 消防長 相模原市消防局長 岩田　進一 出席

※2 前回（第58回防災会議）以降に、人事異動等により新たに委嘱された委員

自主防災組織を構成する者又
は学識経験のある者

※1 前回（第58回防災会議）以降に、団体名、役職等に変更があった委員

相模原市防災会議委員名簿

指定地方行政機関の職員

神奈川県知事の部内の職員

神奈川県警察の警察官

指定公共機関の
役員又は職員

指定地方公共機関の
役員又は職員

 


