
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組結果報告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市 

危機管理局 危機管理課 

令和４年３月３０日 

 

 

さがみはら防災・減災プログラム 



 

 

さがみはら防災・減災プログラムとは 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災を直接的な契機として、平成２５年度から令和２年度ま

での８年間、懸念される大規模災害に備え、地域防災計画の実効性を高めるとともに、市民の避難、

行政・社会機能の維持、災害に強いまちづくりに資する事業及び災害に対する市民の不安の解消に

つながる事業をさがみはら防災・減災プログラム(以下「プログラム」という。)と位置付け、推進

したものです。 

このプログラムに位置付けた事業の中には、プログラム期間終了後も継続的に取り組んでいる事

業があります。 

  

集中取組期間の設定 

プログラムの期間８年間のうち、平成２５年度から２７年度までの３年間をより緊急性の高い事

業を推進するための集中取組期間として、本市の防災力を集中的かつ効果的に高める具体的事業の

推進に取り組んできました。 

 

集中取組期間 

 

 

 

H25   H26   H27   H28   H29   H30   H31   R2   

 

具体的には、非常用発電設備の整備、救援物資集積・配送センターの整備等のハード事業、さが

みはら防災スクールの運営や防災ガイドブックの作成等のソフト事業を織り交ぜながら、約１２０

の事業について重点的に取り組み、３年間の事業費総額は約６６億円となりました。 

  

《集中取組期間における項目別事業費と主な取組》 

１ 地域防災力の向上（366,402 千円） 

○ 既存住宅・建築物耐震化の促進 

○ 起震車の増車 

○ 小型消防ポンプの配備 

○ 緊急地震速報受信システムの整備と防災教育の推進 

○ 防災ガイドブックの作成  等 

 

２ 避難対策の充実（4,356,207 千円） 

○ 屋内運動場等の改修や受水槽の耐震改修に係る工事 

○ 給食室における災害対策 

○ 救援物資集積・配送センターの整備 

  ○ 避難所への非常用発電設備の整備 

  ○ 保育所・幼稚園等における防災対策の推進  等 

プログラムの期間 



 

 

 ３ 災害対応体制の強化（1,870,372 千円） 

○ デジタル消防救急無線の整備 

○ 消防団無線デジタル化の推進 

○ 相模台収集事務所の耐震改修 

○ 消防局・指令センター庁舎の整備 

○ 橋りょうの耐震補強  等 

 

さがみはら防災・減災プログラムと市税の税率改正 

平成２３年１２月に施行された「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の

ための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(地方税の臨時特例法)(平成

２３年法律第１１８号)」等に基づき、防災・減災事業の財源とするための税制上の措置が講じられ

たことから、この財源を積極的に活用して「さがみはら防災・減災プログラム」の事業に取り組み

ました。税率改正よる平成２６年度から令和５年度までの増収額は、約 18億円と見込んでいます。 

 

８年間の取組結果 

防災力の向上に資する様々な事業に取り組み、本市の防災力を大幅に高めることができました。 

各項目の主な取組は次ページ以降のとおりです。 

 

年度 事業費総額  

H25 1,295,036 千円  

H26 3,079,908 千円  

H27 2,218,037 千円  

H28 394,408 千円  

H29 17,689 千円  

H30 10,236 千円  

H31 753 千円  

R2 368 千円  

合 計 7,016,435 千円  

 

  

集中取組期間 



 

 

１ 地域防災力の向上 

地域の防災力を高め、市民や地域自らが災害拡大等に対応できる体制づくりに向けた事業を実施

しました。 

 

（１）防災意識の普及啓発など「自助」の促進 

○さがみはら防災スクールの運営及び防災マイスターの派遣《Ｈ25～Ｒ2》 

自助・共助を中心とした防災知識の普及啓発を進めるための人材を育

成する「さがみはら防災スクール」を開催しました。スクールを受講後

に、防災士の資格を取得した２７２名を市の「防災マイスター」として

認証し、地域における普及啓発に取り組んでいただきました。 

 また、防災マイスターの資質向上を目的とした、スキルアップ研修を 

実施しました。 

・防災マイスターによる防災講座等開催回数 ４０３回 

・防災マイスタースキルアップ研修開催回数 ６回 

  なお、プログラム期間終了後も防災マイスターの派遣を継続し、地域 

防災力の向上に資する取組を推進していただいています。 

 

○防災フォーラムの開催《Ｈ26～Ｈ28》 

市民や事業者等に広く防災意識を醸成し、地域における自主防災力の

更なる向上等を図るため、平成２６年度から平成２８年度までの間、「防

災フォーラム」を開催し、著名なキャスターや気象予報士による基調講

演のほか、パネルディスカッションを行いました。 

・防災フォーラム参加者数 約２，６００名 

 

○防災条例普及啓発動画の制作《Ｈ26》 

防災条例の趣旨及び防災に関する基本的な知識等を普及啓発するビデ 

オ動画を作成し、市の各庁舎や駅前パブリックインフォメーション等で 

放映することによって市民等の防災意識の高揚を図りました。 

 

○起震車の増車《Ｈ25》 

  起震装置で地震の擬似体験をすることにより、地震時における身の安全確保、出口の確保、火の始

末を身につける等、市民の災害対応力や防災意識の向上に資すること

を目的に、新たに起震車を増車しました。 

 起震車の増車により、これまで以上に効率的に自治会での避難訓練

等に活用していただけるようになりました。 

 ・起震車運用数 １，５４７回(延べ４０万３千人) 

 

事業費：287,229 千円  



 

 

○防災ガイドブックの作成《Ｈ27》 

防災に対する市民の意識高揚を図るため、防災ガイドブックを改訂し、 

自治会を通じた戸別配布のほか、窓口への配架や転入世帯への配布を行う 

ことにより、幅広く普及啓発を図りました。 

・作成部数：３３万部 

 

○大規模盛土造成地マップの作成及び地盤調査の実施

《H26,H27,H29,H30》 

防災意識を高めていただくことを目的に、大規模盛土造成地変動予測調

査を行い、大規模盛土造成地マップを作成し、市民に対して公表しました。 

また、このマップに基づく本格的な調査を実施するための計画を作成 

し、地盤調査を実施しました。 

現在は、地盤調査の結果を検証し、追加調査の実施に向けた準備作業を 

進めています。 

 

○既存住宅・建築物耐震化の促進《Ｈ25～Ｈ27》 

既存木造住宅の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりをめざすため、耐震巡回相談や耐震診断、

改修図面の作成、耐震改修工事等にかかる費用の一部を助成しました。 

また、耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断にかかる費用の一部を助成しました。 

・建築物耐震巡回相談（公民館等）     ：４１回 

・耐震診断費用補助            ：５５件 

・耐震・防火構造改修計画書作成費用補助  ：５０件 

・耐震・防火構造改修工事費用補助     ：４１件 

・要緊急安全確認大規模建築物耐震診断補助 ： ６件 

・要安全確認計画記載建築物耐震診断補助  ：１１件 

 

○緊急地震速報受信システムの整備《Ｈ26～Ｈ28》 

緊急地震速報受信システムを市立学校（１０８校）に整備し、システムを活用した防災訓練などの

実践的な取組を行い、防災教育を推進しました。 

  ・緊急地震速報受信システムの整備：小学校７２校、中学校３６校 

 

（２）地域の災害対応力など「共助」の促進 

○小型消防ポンプの配備《Ｈ25～Ｈ27》 

平成２６年度に実施した防災アセスメント調査に基づく震災時の建物焼失率

の割合や地域からの希望に応じて、各地区の自主防災組織に対し、初期消火活

動用資機材（小型消防ポンプ、スタンドパイプ等）を配備し、大規模災害時に

おける火災延焼防止対策の強化を図りました。 

  ・初期消火活動用資機材購入数：４１セット 

事業費：118,406 千円  



 

 

○地区別防災カルテの作成《Ｈ26》 

小学校区ごとの具体的な防災対策推進を補完するための基礎資料と

して、校区ごとの災害環境・防災施設状況・災害履歴等をとりまとめた

地区別防災カルテ及び避難場所等の安全性についてとりまとめた避難

場所台帳を作成しました。 

 

○地域防災力向上のための取組に対する助成《Ｈ25～Ｈ27》 

自主防災組織に対する資機材の提供、又は防災に関する活動経費の一部を助成することにより、地

域の特性を活かした防災力向上に資する取組を促進しました。 

 

○土砂災害ハザードマップの作成《Ｈ25～Ｈ29》 

日ごろから土砂災害等のおそれのある場所や避難場所などを確認し、災害時の避難行動に役立てる

ことを目的として、土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域内に居住する世帯及び事業

者等に配布しました。 

  ・土砂災害ハザードマップ作成部数：１７０,６００部 

 

 

 

  



 

 

２ 避難対策の充実 

災害時において、市民の生命と身体の安全を守るため、避難施設等の整備を図り、避難者の安全対策

を推進しました。整備にあたっては、災害時要援護者への配慮や備蓄の充実等、体制の整備に取り組み

ました。 

 

（１）避難所等の充実強化 

○災害時要援護者等に配慮した避難所備蓄の拡充《Ｈ25～Ｈ27》 

高齢者、乳幼児、外国人等の災害時要援護者や女性に配慮した、オムツやおしり拭き、生理用品、

授乳時等のプライバシーを確保するテント等を整備し、備蓄物資の拡充を図りました。 

 

○防災備蓄倉庫の整備《Ｈ25～Ｈ27》 

災害時における市民の生活や応急活動を支援するため、食料や生活用

品、活動用資機材等を備蓄するための防災備蓄倉庫を整備しました。 

これにより、市内の避難所すべてに、避難所倉庫を整備することがで

きたとともに、津久井地域に一般倉庫を整備することができ、市内に合

計１６１箇所の防災備蓄倉庫を整備することができました。 

・避難所倉庫：避難所に避難した人が当面必要とする食料、資機材を 

備蓄する倉庫 

  ・一般倉庫 ：集中的に食料、資機材を備蓄し、必要に応じて広域避 

難場所等へ搬送するための倉庫 

 

 

○救援物資集積・配送センターの整備《Ｈ26,Ｈ27》 

東日本大震災等の教訓から、災害時の備蓄の充実や本市が被災した際

の生活必需品等の救援物資を効率的に受け入れるため、円滑な物資の集

積・配送を可能とする機能を兼ね備えた、防災備蓄倉庫を整備しました。 

令和元年東日本台風の際は、センター内に備蓄した生活必需品を避難

所に配送する等、災害発生時の重要な物資拠点として活用しています。 

  

事業費：4,539,587 千円  



 

 

○避難所への非常用発電設備の整備《Ｈ25～Ｈ27》 

発電設備が未整備の避難所に非常用発電設備を整備するとともに、老朽

化している非常用発電設備を更新しました。 

これにより、市内１０５箇所全ての指定避難所に非常用発電設備を整

備、更新しました。 

  ・新たに整備、又は更新した箇所数：３３箇所 

 

○応急給水資機材の整備《Ｈ26》 

避難所における応急給水用資機材の整備・充実を図るとともに、災害発生時

等に広域的な供給活動等に必要な資機材の整備・充実を図りました。 

・給水コンテナ一式              ：２２セット 

・既存ウォーターバルーン用給水栓       ：５５セット 

・給水タンク一式               ：１基 

・給水タンク用エンジンポンプ・給水ホース一式 ：１２セット 

 

○災害時のペットの救護対策事業《Ｈ26,Ｈ27》 

  災害時の避難生活におけるペットの救護対策を推進するため、必要とな 

 る資機材を整備しました。 

・ケージ（大型犬用 ７９台、中型犬用 ９７台、小型犬用 ９７台） 

・首輪 （大型犬用１００個、中型犬用１１７個、小型犬用１１８個） 

・リード（大型犬用１００本、中型犬用１１７本、小型犬用１１８本） 

 

○一時滞在施設の運営に資する防災資機材等の整備《Ｈ26》 

  帰宅困難者対策として、一時滞在施設の運営に必要な非常用の飲料水、食料、生活必需品等の確

保及び円滑な運営を実現することを目的に防災資機材等を整備しました。 

 

○屋内運動場の改修や受水槽の耐震改修に係る設計《Ｈ25～Ｈ27》 

避難所となる屋内運動場の改修工事や受水槽の耐震改修工事に係る設計業務を実施しました。 

  ・小学校２２校、中学校１９校 

 

○屋内運動場等の改修や受水槽の耐震改修に係る工事《Ｈ25～Ｈ28》 

避難所となる屋内運動場の改修工事、吊り天井の撤去等工事、受水槽

改修工事を実施し、安全性並びに避難所機能の向上を図りました。 

 ・小学校３３校、中学校３５校 

  



 

 

○ヘリサインの整備《Ｈ26,Ｈ27》 

災害時救援活動を行うヘリコプターのランドマークとなるよう校舎屋

上に学校名を表示しました。 

 ・小学校３校、中学校１校 

 

○給食室における災害対策《Ｈ25～Ｈ27》 

学校給食単独校及び学校給食センターにおいて、耐震強度が未確定

の給食室について耐震診断を実施し、災害時に炊き出しを実施するた

め、非常用発電設備を整備しました。 

・耐震診断の実施件数：６件 

・非常用発電設備の整備：４７箇所 

 

○屋外トイレの設置《Ｈ28》 

避難所となる市立学校において、災害時に利用可能な屋外トイレを新たに設置し、避難所の生活

環境等の充実を図りました。 

・小学校１１校(６５器)、中学校１校(６器) 

 

 

（２）災害時要援護者対策の充実 

○災害時精神障害者への支援《Ｈ25》 

災害に備え、精神疾患で通院中の方が平常時から準備しておく事柄や 

災害時の市の対応をリーフレット、カードにまとめ、配布・啓発しま 

した。 

・作成部数：各９，９００部 

 

○避難所への災害時要援護者用仮設トイレの配備推進《Ｈ25～Ｈ27》 

被災した災害時要援護者は、福祉避難所が開設されるまで一般避難所で生活を送るため、ユニバ

ーサル対応の仮設トイレ等を一般避難所に備蓄し、福祉避難所についても、必要となる資機材を備

蓄しました。 

・災害時要援護者用仮設トイレ  ：１０５台 

・凝固・衛生袋セット      ：４２０個 

・福祉避難所用発電機       ： ３２個 

・   〃  投光器           ： ６４個 

・   〃  石油ストーブ     ： ６４個 

・   〃  充電式吸引機     ： ３２個 

・   〃  軽量アルミ製担架 ： ３２個 

・   〃  消耗品一式（毛布や紙おむつ等） 

  

事業費：160,897 千円  



 

 

 

○保育所・幼稚園等における防災対策の推進《Ｈ26,Ｈ27》 

公立保育所・幼稚園等の防災用備蓄整備を推進するとともに、

民間保育所・幼稚園等による防災用備蓄整備に助成しました。 

 

 

３ 災害対応体制の強化 

災害による被害を減らすためには、発災時の生命の安全確保を第一に、地域特性を踏まえた具体的な

対策に取り組むことが重要であることから、都市部と中山間地域、河川流域等の本市の地域特性やそれ

ぞれの災害要因に必要な対策に取り組みました。 

 

（１）災害活動機能の強化 

○避難所情報など災害時の情報共有システムの導入《Ｈ25》 

災害の初動期において、必要な情報を迅速に収集・共有することで「被害の全体像の把握」と

「各種応急対策の検討」を行い、減災につなげるために災害情報共有システムを導入しました。 

 

○一斉情報配信システムの導入《Ｈ26》 

災害時に発信する様々な情報(防災行政用同報無線(ひばり放送)、緊急速報メール等)を一元的に

配信する一斉情報配信システムを導入したことにより、市民への迅速かつ効率的な情報発信が可能

となりました。 

 

○情報通信体制の充実《Ｈ25,Ｈ26》 

情報の受発信体制を充実するため、ひばり放送のアンサーバック機能を活用するための受信機を

消防指令センター３階に移設しました。 

また、区役所やまちづくりセンターに衛星電話の屋外アンテナを設置するとともに、災害対策に必

要な情報設備を保守管理するための車輌や機器等を整備しました。 

 

○デジタル地域防災無線設備の災害対応力強化《Ｈ26～Ｈ28》 

デジタル地域防災無線の中継基地局における非常用発電機の燃料タ

ンクの増設や、移動局半固定型、携帯型バッテリーを交換し、通信機能

の維持・向上を図りました。 

 

 

 

事業費：1,593,451 千円  



 

 

○オートバイ隊の整備《Ｈ27》 

災害初動期における情報収集活動に従事するオートバイ隊「銀河」を

発足し、災害初動期における効率的な情報収集活動体制を整えました。 

体制を整備したことにより、令和元年東日本台風において、被災地の

いち早い現場確認を行う等、災害時の情報収集に大きく貢献していま

す。 

  ・オートバイ整備台数 ４台 

 

 

○災害対策本部機能の強化《Ｈ26,Ｈ27》 

災害発生時における情報収集や分析、対策調整をより一層円滑に実施 

 するため、情報通信システムの導入や災害対策室等を改修しました。 

 

 

 

○消防局・指令センター庁舎の整備《Ｈ26,Ｈ27》 

災害対応活動の拠点となる消防局庁舎の給排水・空調設備及び車庫屋根並びに消防指令センターの

空調設備等の改修工事を実施しました。 

 

○災害時の医療救護に係る情報連絡体制の充実《Ｈ25》 

災害の程度に即応した、円滑な医療救護活動の実施に資するため、

医療救護本部（現在は災害時保健医療調整本部）、拠点救護所３箇

所、救護所３０箇所へ衛星携帯電話を配備するとともに、救急告示病

院等１５病院が整備する衛星携帯電話について助成し、災害時におけ

る情報連絡体制の強化を図りました。 

・ポータブル発電機 ：１２台 

・衛星携帯電話 ：４９台 

 

○生活必需物資供給対策《Ｈ26》 

被害想定に基づく必需物資の種類・量を時系列別に算出し、救援物資の受入れ拠点の規模、必要

となる資機材、避難所への配送に必要な車両の必要数などを調査しました。 

 

○災害廃棄物等処理計画の改定《Ｈ26》 

災害発生時の廃棄物処理を円滑に行うため、災害廃棄物等処理計画を改定しました。 

 

○都市防災基本計画の修正《Ｈ25》 

最新のデータを用いた災害危険度の再判定を行い、都市防災基本計画における災害危険度のデー

タを更新しました。 

 



 

 

○駅前混乱防止対策の拡充に向けた駅滞留者数等の推計《Ｈ25》 

  大地震発生時の市内駅周辺の滞留者数、帰宅困難者数の把握など、今後の対策を検討するための

基礎資料を作成しました。 

 

○区本部及び現地対策班における機能の拡充《Ｈ25～Ｈ27》 

  災害時に活動拠点となる区本部及び現地対策班に、断水時用防災トイレ、緊急地震速報機、オイ

ルタンク、ノーパンク自転車等の防災資機材を整備しました。 

 

 

 

 

 

 

○救護所における非常用発電設備の整備《H27》 

災害時に救護所となる西メディカルセンターに非常用発電設備を整

備しました。 

 

 

 

 

○小・中学校及び体験学習施設における衛星携帯電話の整備《Ｈ26》 

地震災害等の発生時において、孤立化する恐れのある中山間地域の小・中学校

及び体験学習施設に衛星携帯電話を整備しました。 

・整備数：７台 

※令和２年６月に災害時優先携帯電話へ運用を切替 

 

○公民館への非常用発電設備や緊急遮断弁付受水槽の整備《Ｈ25～Ｈ27》 

  現地対策班の位置付けがある本庁６地区の公民館に非常用発電設備や

緊急遮断弁付受水槽を設置しました。 

・非常用発電設備  ：６箇所 

・緊急遮断弁付受水槽：２箇所 

 

 

○道路パトロール車の配備《Ｈ27》 

災害時における緊急車両として、道路パトロール車を配備しました。 

 

 

 

 



 

 

○大規模震災対応資機材の整備《Ｈ25～Ｈ27》 

震災時等の災害対応の充実強化に向け、移動式コンプレッサー、震災用バー

ルを整備しました。 

 ・移動式コンプレッサー：１台 

 ・震災用バール    ：２１本 

 

 

○震災対応車両の整備《Ｈ26》 

大規模災害時等において、広域的な災害活動を行

うため、指揮支援車及び緊急人員搬送車を整備しま

した。 

 

 

○大雪用消防活動資機材の整備《Ｈ27》 

大雪時の災害活動に対応するための資機材を整備しました。 

・除雪用資機材一式(アルミ製スコップ、スノーダンプ) 

・消防活動用資機材一式（バスケット担架、かんじき等） 

 

 

○デジタル消防救急無線の整備《Ｈ25,Ｈ26》 

  通信内容の秘匿性の確保及び消防救急無線の高機能化を図る事などを目的に、デジタル消防救急

無線を整備しました。 

 

○消防団無線デジタル化の推進《Ｈ26》 

災害時の通信手段の確保及び通信内容の秘匿性を確保し、常備消防

と連携を図るため、デジタル方式の消防団無線装置を整備しました。 

 

 

 

 

（２）火災延焼対策の拡充 

○耐震性貯水槽の整備《Ｈ25～Ｈ28》 

大規模災害時等で消火栓が使用不能な場合においても、必要な消防

用水利を確保するため、耐震性貯水槽を公園等に整備しました。 

 ・整備数：８箇所 

 

事業費：125,723 千円  



 

 

○小型高圧遠距離送水装置の整備《Ｈ25～Ｈ27》 

  大規模災害時等で消火栓が使用不能な場合において、河川等の自然

水利から送水するため、小型高圧遠距離送水装置を整備しました。 

 ・整備数：１９式 

 

 

 

（３）災害に強いまちづくり 

○業務継続計画の策定《Ｈ25》 

  大規模な地震災害発生時の行政機能の継続・早期復旧を実現するとともに、市民の生命・身体及

び財産を災害から保護することを最優先に業務を継続するため、市業務継続計画（地震編）を策定

（令和２年８月に、令和元年東日本台風を踏まえ風水害も考慮した市業務継続計画（自然災害篇）

に改定）したほか、重要業務を支える情報システムの業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）を策定しま

した。 

 

○受援計画の策定《Ｈ26》 

大規模災害時に他の自治体や機関等からの支援を最大限活かすことができるよう市災害受援計画

を策定しました。 

 

○各地区防災計画の策定支援《Ｈ26,Ｈ27》 

  地区自治会連合会をはじめとする関係団体で構成された計画の策定組織において、地区の課題や

特性に応じた検討を行い、各地区の「まちづくり会議」を経て市内２２地区の「地区防災計画」が

策定されました。 

 

○文化施設の現況調査《Ｈ26》 

文化施設における災害発生時の利用者の安全確保に資するため、ホール吊り天井等の現況調査を

実施しました。 

 

○中小企業におけるＢＣＰ策定への支援《Ｈ25～Ｈ27》 

市内中小企業におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定を促進するため、普及啓発及び策定を支援し

ました。 

・業種別ＢＣＰモデルの策定１５社 

・ＢＣＰ策定企業フォローアップ１５社 

・セミナーの開催６回 

・ＢＣＰモデル作成事例発表会３回 

・ＢＣＰパンフレットの作成 １５,０００部 

 

事業費：191,142 千円  



 

 

○相模台収集事務所の耐震改修《Ｈ26、Ｈ27》 
災害時における衛生上の観点から、し尿収集は必要不可欠であり、

確実な収集運搬を実施するため、相模台収集事務所を耐震改修しまし

た。 

 

 

 

○橋りょうの耐震補強《Ｈ25,Ｈ26》 

避難路や緊急車両の通行、物資の輸送路を確保するため、緊急輸送

路に架かる橋りょうを耐震補強しました。 

  ・整備数：１１橋 

 

 

 

 

 

 


