
会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
第６３回 相模原市防災会議 

事務局 

（担当課） 
危機管理課 電話０４２－７６９－８２０８（直通） 

開催日時 平成３１年２月７日（木） 午前１０時～午前１１時 

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   ３８人（別紙のとおり） 

その他  

事務局 １２人（副危機管理監、危機管理課長、他１０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 

（１） 相模原市地区防災計画の修正 

（２） 相模原市防災会議運営要綱の改正 

 

３ 市から情報提供 

（１）災害救助法改正に伴う本市の取組 

（２）相模原市災害受援計画の改訂 

 

４ 防災講演 

近年の大雨災害について 

 

５ その他 

 



審  議  経  過 

 

１ あいさつ 

事務局である副危機管理監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、委員の出席者が定足数に達していることを確認した。 

   続いて、会長代理である梅沢委員（副市長）の進行により、議題に入った。 

 

２ 議題 

 （１）相模原市地区防災計画の修正 

    事務局より、藤野地区防災計画及び光が丘地区防災計画の修正について説明

が行われ、承認された。 

 （２）相模原市防災会議運営要綱の改正 

    事務局より、相模原市防災会議運営要綱の改正について説明が行われ、承認

された。 

 

３ 市からの情報提供 

   事務局より、次のとおり情報提供が行われた。 

（１）災害救助法改正に伴う本市の取組 

（２）相模原市災害受援計画の改訂 

 

４ 防災講演 

気象庁横浜地方気象台より、近年の大雨災害についての講演が行われた。 

 

５ その他 

東京ガス株式会社神奈川支社神奈川西支店より、地震・災害時のガス供給状況

の確認方法についての情報提供が行われた。 
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18 東日本旅客鉄道株式会社橋本駅長 高堂　智佳 出席

19
株式会社ＮＴＴ東日本東京事業部東京西
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飯沼　守 出席
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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 遠藤　洋子 欠席

37 市長の部内の職員 相模原市副市長 湯山　洋 出席

38 市長の部内の職員 相模原市副市長 下仲　宏卓 出席

39 教育長 相模原市教育委員会教育長 野村　謙一 出席

40 市長の部内の職員 相模原市危機管理監 谷　圭介 出席

41 市長の部内の職員 相模原市緑区長 中島　伸幸 出席

42 市長の部内の職員 相模原市中央区長 小山　秋彦 出席

43 市長の部内の職員 相模原市南区長 佐藤　暁 出席

44 市長が特に必要と認めた者 相模原市議会局長 長田　尚 出席

45 消防長 相模原市消防局長 青木　浩 出席

指定地方公共機関の
役員又は職員

自主防災組織を構成する者
又は学識経験のある者

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


