
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市防災会議（書面会議） 

事務局 

（担当課） 
危機管理課 電話０４２－７６９－８２０８（直通） 

開催日時 令和４年５月９日（月）～令和４年５月１６日（月） 

開催場所 （書面会議） 

出 

席 

者 

委 員   ４５人（別紙のとおり） 

その他 - 

事務局 - 

公開の可否 □可  ■不可  □一部不可 傍聴者数 - 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

書面会議のため 

議題 

相模原市地域防災計画の修正について 

（１）災害対策基本法等の改正及び防災基本計画の修正に伴う修正 

（２）火山災害警戒地域の指定に伴う修正及び構成の変更 

（３）本市組織改編に伴う修正その他所要の修正 

 



議 事 の 要 旨 

（審議を書面等で行った理由） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止が求められている中、委員等が一堂に会する方

法により会議を開催することが困難であったため、書面により防災会議委員の意見を

求め、回答を得ることにより会議の開催に代えることとした。 

 

【賛否表明】 

次のとおり修正案意見回答用紙の提出があった。 

・修正について同意する  ４４名（うち、意見あり３名） 

 ・修正について同意しない  ０名 

 

なお、委員３名から次のとおり意見があった。（〇は委員の意見、●は事務局の説

明） 

〇下線箇所について、次のとおり修正をしてほしい。 

（風水害等対策計画編 第１款第 1章第 3 節） 

（4）イ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、神奈川県気象情報の文中、5行目

「線上の降水帯により～」を「線状の」に修正 

●ご意見のとおり、地域防災計画修正案の修正を行う。 

 〇計画内に記載のある社名について、次のとおり修正をしてほしい。 

  「東京ガス株式会社」→「東京ガスネットワーク株式会社」 

●ご意見のとおり、地域防災計画修正案の修正を行う。 

 ○災害時に電線や信号機に接触する可能性があるため、街路樹の高さ制限を設ける

べきではないか。 

 ●市が管理する道路における街路樹の高さ制限については、相模原市街路樹維持管

理計画を改定する中で今後検討していく。 

 

以 上   

 



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 副市長 委員 相模原市副市長 森　多可示 出席

3
市長が特に必要と認めた者
（5項9号）

委員 陸上自衛隊第４施設群長 本多　健二 出席

4 委員
国土交通省
関東地方整備局相武国道事務所長

栗原　和彦 出席

5 委員 関東運輸局神奈川運輸支局長 尾林　信二 出席

6 委員
農林水産省関東農政局神奈川県拠点
地方参事官

廣瀬　勝士 出席

7 委員 相模原労働基準監督署長 山田　能啓 出席

8 委員 横浜地方気象台長 赤石　一英 出席

9 委員 県央地域県政総合センター所長 池田　雅男 出席

10 委員 厚木土木事務所津久井治水センター所長 星名　隆 出席

11 委員 神奈川県企業庁相模原水道営業所長 花形　正樹 出席

12 委員 相模原市警察部長 滝口　正始 出席

13 委員 相模原警察署長 森元　博 出席

14 委員 相模原南警察署長 重岡　康二 出席

15 委員 相模原北警察署長 山本　隆生 出席

16 委員 津久井警察署長 蛭田　正志 出席

17 委員 日本郵便株式会社相模原郵便局長 井谷　寿 出席

18 委員 東日本旅客鉄道株式会社橋本駅長 佐藤　賢策 出席

19 委員 東日本電信電話株式会社東京西支店長 髙山　英一 出席

20 委員
東京電力パワーグリッド株式会社
相模原支社長

中山　由美子 出席

21 委員
東京ガスネットワーク株式会社神奈川西
支店長

香川　健 出席

22 委員 日本赤十字社神奈川県支部事務局長 松森　繁 出席

23 委員
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

藤本　佳孝 出席

24 委員 福山通運株式会社相模原支店長 垣田　武男 出席

25 委員
小田急電鉄株式会社相模大野駅
相模大野管区長兼駅長

松本　栄一郎 出席

26 委員 京王電鉄株式会社相模原管区長 水嶋　努 出席

27 委員
神奈川中央交通東株式会社
相模原営業所長

安藤　義和 出席

28 委員
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 出席

29 委員 一般社団法人相模原市医師会会長 細田　稔 出席

30 消防団長（5項6号） 委員 相模原市消防団長 原　和彦 出席

31 委員 相模原市自治会連合会副会長 森　逸雄 出席

32 委員
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 出席

33 委員
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 委員 さがみはら消費者の会会員 中村　訓 出席

35
市長が特に必要と認めた者
（5項9号）

委員
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
（5項9号）

委員 相模原市立小学校長会役員 久保　高志 出席

37
市長の部内の職員
（5項4号）

委員 相模原市副市長 隠田　展一 出席

38
市長の部内の職員
（5項4号）

委員 相模原市副市長 大川　亜沙奈 出席

39 教育長（5項5号） 委員 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
（5項4号）

委員 相模原市危機管理監 鈴木　由美子 出席

41
市長の部内の職員
（5項4号）

委員 相模原市緑区長 石原　朗 出席

42
市長の部内の職員
（5項4号）

委員 相模原市中央区長 田野倉　和美 出席

43
市長の部内の職員
（5項4号）

委員 相模原市南区長 菅谷　貴子 出席

44
市長が特に必要と認めた者
（5項9号）

委員 相模原市議会局長 鈴木　忠勝 出席

45 消防長（5項6号） 委員 相模原市消防局長 小松　幸平 出席

相模原市防災会議委員名簿

指定地方公共機関の
役員又は職員（5項7号）

自主防災組織を構成する者
又は学識経験のある者（5

項8号）

指定地方行政機関の職員
（5項1号）

神奈川県知事の部内の職員
（5項2号）

神奈川県警察の警察官
（5項3号）

指定公共機関の
役員又は職員（5項7号）

 


