
防災部会議事録

 会議名     第１回 防災部会

 開催日時 　令和４年５月２６日（木）　午後７時 ～８時３０分

 開催場所 　小山公民館　大会議室

 出席者
　部長　１名　　　副部長　１名　　　部員　７名（欠席２名）

　防災専門員　２名　　　　　　　　　傍聴者２名

　進行：田村部長

　□防災専門員　委嘱式
　　田中防災専門員、山崎防災専門員の２名に対し、安藤地区連会長より委嘱状が交付された。

　□田村部長　開会あいさつ
　
　１　議　事
　 （１）令和３年度の振り返り
 　　   ・令和３年度の防災部会は、新型コロナ感染症の影響により２回の開催にとど
        　　まった。
　　 　・小山地区総合防災訓練は、コロナ禍の現状を考慮し中止とした。
            ・令和２年度に改定した『防災マップ』 Web 版について収録データの確認を行
　　　　 うとともに、防災マップ Web 版へのアクセス方法について操作体験を行った。
　　　 ・各地区へ配備してある防災無線機についての操作方法や防災無線交信マニュ
　　　　 アルについての講習会を実施した。

　 （２）令和４年度防災部会　年間計画について
                ※ 別紙資料参照　　　
 
　 （３）防災部会の進め方
　　 　◇開催日時　　６月３０日（木） 19 ： 00 　コミュニティ室
　　　　　　　　　　 ８月２５日（木） 19 ： 00 　コミュニティ室
　　　　　　　　　 　９月　１日（木） 19 ： 00 　大会議室
　　　　　　　　　 　９月２９日（木） 19 ： 00 　大会議室
　　　　　　　　　 １０月２７日（木） 19 ： 00 　コミュニティ室　
　　　　　　　　　 １１月２４日（木） 19 ： 00 　コミュニティ室　
　　　　　　　　 　　１月２６日（木） 19 ： 00 　コミュニティ室　
　　
　　　 ◇防災部会での検討テーマに係る発言概要
               ・各自治会では、防災用資機材や飲食料品の備蓄に努めているが、飲食料品は
　　　　　定期的な入れ替えに費用がかかり負担が大きい。
　　　　・避難所で防災用資機材や飲食料品を備蓄しているが、それらを考慮した上で、
　　　　　各家庭で用意するものと自治会で用意するものについての整理を行い、備蓄
　　　　　するべき防災用装備品・飲食料品等のガイドラインづくりを行うのがいいと
　　　　　思う。
　　　　・マンホールトイレを購入したが、市では下水が詰まる恐れが有るので、汚物
　　　　　は下水に捨てないでほしいと言っている。
　　　　・火災報知器が電池切れを起こしたことがある。各家庭でも確認することが必
　　　　　要である。こういったこと等を発信していくのも防災部の役割ではないのか。
　　　　・各地区で困っていることや悩んでいることは何か？　それぞれの地域の状況
　　　　　を報告し、共有して防災対策を検討していくのはどうか。
　　　　　（例）エレべーターが停止した時、食料・飲料をどう確保するのか？
　　　　　　　　高層マンションで、滑車を利用して上へ荷物を運んだ事例があった。



　　　　・被災者や災害ボランティアから体験談を聞き、防災への啓発活動や今後の防災
　　　　  対策に活かしたい。
　
　　　以上の発言内容を踏まえて防災部の本年度の取り組み内容を次のとおり決定した。

　　　　『各家庭並びに自治会で用意するべき防災用装備品・飲食料品等のガイドライン
　　　　 づくりを行う。』

　　　※次回の防災部会に向けて、各自治会の防災装備品、飲食料品の備蓄状況や防災
　　　　に関する取り組み状況等を事務局へ報告  ⇒  報告期限 : ６月２３日（木）

　 （４） 相模原市総合防災訓練について
　　　　６月開催の地区連理事会で市から報告があるので、それを受けて検討する。

　 （５）小山地区連合自主防災隊防災訓練について
　　　 　新型コロナの状況を勘案しつつ、訓練内容、参加人員等規模を縮小しての実施
　　 　を検討する。

　 （６）普通救命講習会の開催について
　　 　　参加者を増やすため『修了証』の交付を目的とせず、時間を短縮した救命講習
　　 　と子育てや防災に関する講演とを組み合わせた企画を検討する。

　 （７）防災マップ修正版の確認について
　　　　地区連のホームページに防災マップを掲載しているので、各自治会で修正箇所　
　　の最終確認を行う。

　２　その他
         ◇久保原自治会では、神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課から、防災
　　　  活動に関する取材を受けた。その概要は県のホームページに掲載予定である。



防災部会(令和4年度)

博. 新任 役職 自 治 会 氏名 

1 ○ 宮下自治会 佃 文明 

2 副部長 宮下自治会 関口 邦夫 

3 すすきの自治会 徳永 三助 

4 すすきの向陽自治会 豊村 稔泰 

5 部長 向陽町自治会 田村 浩志 

6 ○ 向陽町自治会 朝比奈まさ代 

7 久保原自治会 関根 正司 

8 氷川町自治会 中島 幸美 

9 相模原駅前自治会 今関 邦雄 

10 東第一自治会 村上 房邦 

11 丸山自治会 大友 憲夫 

12 防災専門員 田中 伸一 

13 防災専門員 山崎 仁和 



令和4年度防災部年間計画

◆ � � �ー：一一：・：・一・∴・∴－∴つ∴・ �� 

防災部会 �防災部 �未定 �未定 �大会議室 � 

普通救命講習会 �防災部 �未定 �－ �－ � 

市総合防災訓練参加 �防災部 �9月4日（日） �未定 � �徒歩隊として参加 補蛤廠一部返電 

小山地区総合防災訓練 �連合自主防災隊・防災 �9月1日（木） �19：00 �大会議室 �日時は予定 
打合せ会議 �郁・避難所運営協議 会・各自主防災隊・防 災専門員・消防署」消 防団・地区社協他 �9月29日（木） 

小山地区総合防災訓練 ��10月16日（日） �9：30 �向陽小校庭 � 

防災無線通信訓練 �各自主防災隊長・ 無線担当者 �5月21日（土） �9：00 � � 

6月18日（土） 

7月16日（土） 

8月20日（D 

9月17日（土） 

－ �－ 

11月19日（土） �9：00 

12月17日（土） 

1月21日（土） 

2月18日（土） 

‾3月18日（土） 



防災無線交信マニュアル（第1段階）

●午前9時、本部局スタート発声

小山地区防災無線各局、小山地区防災無線各局、（2回続ける）

こちらは防災無線本部局（氏名）です。ただいまより無線通信訓練を開始します。

各局にあたっては、自治会名と指名、通話メリットを送信してください。

初めに、すすきの自治会どうぞ。

●すすきの自治会の返信

小山地区本部、小山地区本部、こちらはすすきの自治会（氏名）です。

メリット5、良好です。どうぞ

●本部局の応答

すすきの自治会、こちらは本部局、メリット5、了解です。

（相手局の送信内容を繰り返す）こちらもメリット5です。

続いて氷川町自治会どうぞ

●氷川町自治会の返信

小山地区本部、小山地区本部、こちらは氷川町自治会（氏名）です。

メリット5、良好です。どうぞ

●本部局の応答

氷川町自治会こちらは本部局、メリット5、了解です。

（相手側の送信内容を繰り返す）こちらもメリット5です。

続いて向陽町自治会どうぞ

以上、各局同じように繰り返すが、呼び出した局が応答しない場合の本部局の対応

●本部局からの呼び出し2回目

防災無線本部局からすすきの自治会、防災無線本部局からすすきの自治会入感あ

りますか、どうぞ、（3秒ほど間を空ける）

応答なし、続いて氷川町自治会どうぞ、

最終に応答の無かった局を再呼び出しする。

●全局と交信を終了した本部局の対応

以上、全局と交信を完了しました。各局ご苦労様でした。通信訓練を終了します。

以上。

本部局からの呼び出し順は、毎回ランダムに呼び出すこととする。



防災無線交信マニュアル（第2段階）

従来、自治会名による交信をしておりましたが、将来的には各局のコールサインおやまl

からおやま11のコールサインによる通信ができるよう習熟していきます。

当面は、コールサインと自治会名、担当者名の併用で訓練します。

次に各局のコールサイン、自治会名、担当者名（今回担当する方）です。

おやま1　宮下自治会

おやま2　すすきの自治会

おやま3　すすきの向陽自治会

おやま4　向陽町自治会

おやま5　久保原自治会

おやま6　氷川町自治会

おやま7　相模原駅前自治会

おやま8　東第一自治会

おやま9　丸山自治会

おやま10　地区連　安藤会長

おやま11宮下自治会②

おやま12　本部局

次に第2段階の交信方法ですが、各局が自治会内のトピックスを加えてください。

例：近所の道路で猫の死体があります。

今日は朝から隣の犬が鳴いてうるさいです。等創作でも構いません。

それを本部局が復唱して正確に伝えるための訓練になります。

●午前9時、本部局スタート発声

小山地区防災無線各局、小山地区防災無線各局、（2回続ける）

こちらはおやま12本部局です。只今より無線通信訓練を開始します。

本日の、本部局担当は向陽町自治会○○です、よろしくお願いします。

各局にあたっては、コールサインと自治会名、担当者名、通話メリット、トピックスを送信し

てください。

初めに、おやま2すすきの自治会どうぞ。

●すすきの自治会の返信

おやま12本部局、こちらはおやま2すすきの自治会○○です。

メリット5、良好です。（トピックス）を入れて、どうぞ。



●本部局の応答

おやま2すすきの自治会こちらは本部局、メリット5、了解です。

（相手側のトピックスを繰り返す）これでよろしいかどうぞ。

●おやま2すすきの自治会の返信

その通りです、どうぞ。

●本部局の応答

了解、続いておやま9丸山自治会どうぞ

●おやま9　丸山自治会の応答

おやま12本部局こちらはおやま9丸山自治会○○です。

メリット5良好です。（トピックス）を入れて、どうぞ。

●本部局の応答

おやま9丸山自治会こちらは本部局、メリット5、了解です。

（相手局のトピックスを繰り返す）これでよろしいか、どうぞ。

●おやま9　丸山自治会の返信

その通りです、どうぞ。

以上、各局同じように繰り返す。呼び出した局が応答しない場合の本部局の対応。

●本部局から応答のなかった局を2回呼び出しする。

局名の呼び出しと、入感ありますか、どうぞ（3秒ほど間を空ける）

応答がない場合「応答なし」、で終了する。

●各局と交信を終了した本部からの送信

以上各局との交信を完了しました。各局ご苦労様でした。通信訓練を終了します。

以上。

本部局からの呼び出しはランダムに呼び出すこととする



通信用語「メリット」の解説

メリットとは、通信の了解度です。

メリット1かすかに信号を感じるが全く内容は不明

メリット2　ノイズの中に声は聞こえるが、前後の内容は不明

メリット3　ノイズが多く通話は途切れて、通信の全体はつかめず

メリット4　多少ノイズがあるが、おおむね通信の内容は了解できる

メリット5　ノイズは全くなく、通話の全部が了解できる

以上がメリットに対する解説です。マニュアルはすべてメリット5としていますが、

実際の通信では、上記の段階を適用して通話してください。


