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会議次第 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

相模原市地域防災計画の修正（救助実施市の指定に伴う所要の修正） 

 

４ 横浜地方気象台からの情報提供 

  令和元年台風第１９号について 

 

５ 令和元年台風第１９号に伴う活動報告 

（１）相模原市 

（２）陸上自衛隊第４施設群 

（３）国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 

（４）神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター 

（５）神奈川県企業庁相模原水道営業所 

（６）株式会社 NTT 東日本東京西支店 

（７）東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社 

（８）東京ガス株式会社神奈川西支店 

 

６ その他 

 

７ 閉会 

 



審  議  経  過 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

会長である本村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、議

題に入った。 

 

３ 議題 

   事務局より、相模原市地域防災計画の修正について、救助実施市の指定に伴う所要の修正の

説明が行われ、承認された。 

 

４ 横浜地方気象台からの情報提供 

   横浜地方気象台より、令和元年台風第１９号について情報提供が行われた。 

 

５ 令和元年台風第１９号に伴う活動報告 

（１）相模原市 

    相模原市より、活動報告等が行われた。 

 

（２）陸上自衛隊第４施設群 

    陸上自衛隊第４施設群より、活動報告等が行われた。 

 

（３）国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 

   国土交通省関東地方整備局相武国道事務所より、活動報告等が行われた。 

 

（４）神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター 

   神奈川県厚木土木事務所津久井治水センターより、活動報告等が行われた。 

 

（５）神奈川県企業庁相模原水道営業所 

   神奈川県企業庁相模原水道営業所より、活動報告等が行われた。 

 

（６）株式会社 NTT 東日本東京西支店 

   株式会社 NTT 東日本東京西支店より、活動報告等が行われた。 

 

（７）東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社 

   東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社より、活動報告等が行われた。 



（８）東京ガス株式会社神奈川西支店 

    東京ガス株式会社神奈川西支店より、活動報告等が行われた。 

  （質疑） 

   〇副市長 

    東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社の報告の中で、行政と協定を締結し、情報共

有当等を緊密に行い、対応していくと説明をいただいたが、本市も協定を締結し、連携を深

めることが必要であると感じている。今後どのような視点で進めていくのか、伺いたい。 

   〇東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社 

    協定の内容については、各自治体の地域性があるため、まずは双方にて、今後の進め方を

協議していきたいと考えている。     

 

   〇副市長 

    東京ガス株式会社神奈川西支店の報告について、今回の台風第１９号によるガスの被害は

ほとんどなかったと伺ったが、全国各地で地震による災害も頻発していることから地震対策

としてはどのように行っているのか伺いたい。 

   〇東京ガス株式会社神奈川西支店 

    地震対策については、ガスの設備の強化や緊急時には震度計を用いて電気信号でガスを止

め、圧力の確認を行い、ガス漏れがないことが確認できれば、最速１０分で復旧できるよう

になっている。水害については、水没するとガスの圧力コントロールができなくなり、ガス

の供給を停止しなければいけないため、現在対策を練っているところである。 

 

６ その他 

〇東京ガス株式会社神奈川西支店 

 台風第１９号の際には、各地の避難場所が避難者であふれ入れなかったことが課題として挙

がっていると認識しているが、避難場所の収容状況について市民の方へ情報を提供できると、

避難の際に有効であると考えるがいかがか。 

〇相模原市危機管理監 

台風第１９号の対応について現在検証を行っているところであり、避難場所の在り方や情報 

発信の在り方等、様々な見直しをする必要があるため、いただいたご意見についても参考にし、

検証を進めてまいりたい。 

  〇市長 

そのほかに、避難場所と避難所の違いや風水害対応の業務継続計画が無かったこと、ペット

の同行避難ができなかったことなど、様々な課題が浮き彫りとなったため、いただいたご意見

は参考にさせていただきたい。 

 

 



  〇相模原市自治会連合会 

災害時に電力供給する車について、何台保有していて、災害時に何台供給できるのか、１台

あたりどのくらいの電力が供給できるのか伺いたい。 

  〇東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社 

発電機車については、相模原支社内で３台のみである。発電機車による復旧は、今後相模原

市と神奈川県それぞれで考える重要施設をピックアップしていただき、どのような所で活用す

るのが最適であるか全体の優先順位を考えながら対応していきたい。１台での供給電力につい

ては、５００ｋＶＡで一般の住宅であれば１００軒から２００軒ほどである。 

  

 ７ 閉会 

    

 

 

 



相模原市防災会議委員出欠席名簿

選　任　区　分 区　分 役　　職　　名 氏　　名 出欠席

1 市長 会長 相模原市長 本村　賢太郎 出席

2 市長の部内の職員 相模原市副市長 隠田　展一 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 尼子　将之 出席

4
国土交通省
関東地方整備局相武国道事務所長

外川　和彦 代理出席

5 関東運輸局神奈川運輸支局長 五十嵐　康夫 代理出席

6
農林水産省関東農政局神奈川県拠点
総括農政推進官

坂本　勝美 欠席

7 相模原労働基準監督署長 松渕　由紀夫 出席

8 横浜地方気象台長 飯田　和彦 出席

9 県央地域県政総合センター所長 鈴木　真由美 代理出席

10 厚木土木事務所津久井治水センター所長 川崎　俊明 出席

11 神奈川県企業庁相模原水道営業所 淺間　生弥 出席

12 相模原市警察部長 伊藤　正道 代理出席

13 相模原警察署長 木原　信一郎 代理出席

14 相模原南警察署長 小野　正男 出席

15 相模原北警察署長 神田　一穂 代理出席

16 津久井警察署長 飯塚　博史 代理出席

17 日本郵便株式会社相模原郵便局長 菊地　隆 代理出席

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東日本東京西支店長 髙山　英一 代理出席

20
東京電力パワーグリッド株式会社
相模原支社長

塚本　豊司 出席

21 東京ガス株式会社神奈川西支店長 野口　恭夫 出席

22 日本赤十字社神奈川県支部事務局長 松森　繁 出席

23
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

大嶋　峰靖 代理出席

24 福山通運株式会社相模原主管支店長 早川　淳 出席

25
小田急電鉄株式会社相模大野駅
相模大野管区長

野島　宏修 欠席

26 京王電鉄株式会社相模原管区長 水嶋　努 出席

27
神奈川中央交東通株式会社
相模原営業所長

安藤　義和 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

三原　輝美 欠席

29 一般社団法人相模原市医師会会長 細田　稔 代理出席

30 消防団長 相模原市消防団長 清水　映彦 欠席

31 相模原市自治会連合会副会長 森　逸雄 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

石井　トシ子 欠席

33
社会福祉法人
相模原市社会福祉協議会理事

飯沼　守 出席

34 さがみはら消費者の会代表 岡田　絢子 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
専務理事

角田　栄次 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 遠藤　洋子 出席

37 市長の部内の職員 相模原市副市長 森　多可示 出席

38 市長の部内の職員 相模原市副市長 下仲　宏卓 欠席

39 教育長 相模原市教育委員会教育長 鈴木　英之 出席

40 市長の部内の職員 相模原市危機管理監 古井　隆一 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 藤田　雅之 出席

43 市長の部内の職員 相模原市南区長 長谷川　伸 出席

44 市長が特に必要と認めた者 相模原市議会議会局長 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

 


