
番号 氏名 活動可能地区
地域での防災活動の実績内容・防災に
関する得意分野・経歴・自己アピール

派遣にあたっての留意事項
（派遣可能曜日等）

地区

0126 門倉　茂 市内全域

静岡県島田市の自治会、秦野市市民会館、神奈川大学等で「私
くしたちのまちをどうやって守るか」など、防災活動に於ける取り
組みについて光が丘地区特有の独立防災隊の活動を紹介して
いる。また、地区内では‘‘来たぞ大地震’’をテーマとした講演を
している。
・光が丘地区連合防災隊　副隊長
・虹ヶ丘（自治会）独立防災隊　総隊長

特にないが、相談による 光が丘

0138 佐藤　由利子 市内全域 女性の視点で地域の皆さまに防災の様々な話しをしています。

仕事をしているので、又、民
生委員もしているので早め
に日程は知りたいと思う
（１ヶ月前とか）

光が丘

0156 永椎　優子 市内全域 光が丘

0170 堀口　眞 市内全域

地区の防災は組織の継続性が必要の信念に基づき独立防災隊
を設立して１０年以上が経過した。
「私たちのまちは私たちで守る」とはどうやって、という演題で講
演をしている。経験多数あり。

事前に打合せを必ずしてい
る。
危機管理上門倉茂マイス
ターと２名で実施

光が丘

0171 正谷　絵美 市内全域

日本防災士会会員
HUG指導者養成講座全課程受講済
中国法学交流基金会
防災専門家委員会日本専門家チーム組長
http://www.zgfxjljjh.org/
http://www.zgfxjljjh.org/news-331.html

光が丘

0341 堀江　宏美 市内全域

陽光台5丁目自主防災隊を8年前に立ち上げ、現在まで防災隊
長を勤めてきました。
防災組織づくり、組織運営をやってきましたが、これが得意分野
といえるかどうか？
今後は啓蒙活動が出来るよう勉学しようと考えています。
今年度は充電期間とし、対外活動は来年からやろうと考えてい
ます。

光が丘

0401 浅原 和道 市内全域 時間帯は要調整
派遣日の1～2ヶ月前に連絡
してほしい

光が丘

光が丘地区マイスター



0438 高嶋 達樹 市内全域

虹ヶ丘自主防災隊副隊長
防災活動自体は２０１２年より６年間継続中。
現在「中高年齢者雇用福祉協会」の主任講師を嘱託。地域活性
化と合せて地区防災に取組んでいる。

他諸事の都合、事前のスケ
ジュール調整をお願いした
い。
（１～２ヶ月程度）

光が丘

0439 髙橋 和則 市内全域

「防災士」初心者マークです。前職で、避難所開設訓練をはじ
め、各種防災活動に関わった経験があります。災害後対処訓練
と合わせ、災害予防訓練を重視した活動に力点を置き、地域貢
献していきたいと思います。

原則土・日曜日 光が丘

0446 千木 捷次 市内全域

朝日が丘独立防災隊副隊長
光が丘独立防災隊連絡協議会参加
光が丘マイスターの会研修会参加
避難所解説エキスパート養成講座受講

月、木、土 光が丘

0121 小川　憲男 中央区内 元消防団員 土・日曜可。 光が丘

0162 萩原　久邦 中央区内

「自助」の大切さを知っていただくために、公民館、知人の方を通
し、防災講座（防災は日常生活から始めましょう）をしておりま
す。
気軽に声を掛けてください。

光が丘

0258 和田　州治 中央区内

・H24～現在
　①防災活動　②役員と定例会議　1/M
・H26～H29
　青葉小避難所会長業務遂行　年時計画立案・実行の先導
・H26年防災マイスター研修受講と取得

土・日・祭日 光が丘

0307 板垣　保宏 中央区内

自治会自主防災組織を数年継続性のある独立防災隊を立ち上
げ、現在まで隊長を務めている。
地域避難所設立（市よりH21年度要請）に当り運営協議会会長と
して立ち上げ3年間務めた。
また、3.11以降町内の若者5名が地元消防団へ入隊あり
地区消防団後援会長を引き受けている。

光が丘

0325 菅原　康行 中央区内

特に実績はありませんが、防災・減災の大切さを認識し、地域の
防災活動にお役に立てるよう、防災リーダーとして「自助・共助・
公助」の効率的な組合せとネットワークのつなぎ役として活動し
てまいります。

日曜日の午前、午後 光が丘

0329 中央区内
継続性のある自主防災隊の立上げ、自治会長４年、地区連役員
２年、避難所運営協議会会長４年

（火・木午後）
（土、日午前午後）

光が丘



0334 中村　修治 中央区内
成年部部長
緑が丘2丁目独立防災隊副隊長兼務

光が丘

0405 石川 泰 中央区内
自主防災隊員
技術系

事前調整をお願いします 光が丘

0440 髙橋 研 中央区内
元陽光台小学校ＰＴＡ会長
陽光台公民館文化部副部長
他に松葉町自治会でのボランティア活動等

平日以外 光が丘

0443 田中 昌洋 中央区内
地区連の防災部長を担当している。防災士を取得したので自分
自身も励みになるのでは！
ヘルパー２級も取得有り

光が丘

0445 谷 和夫 中央区内
・自治会副会長・防災隊副隊長として３年間地域防災活動に参
加、協力してきました。
・４０年以上調理師として料理長、経営者の経験があります。

特定の曜日・時間はありま
せんが、自治会活動、時々
の仕事に当らない限り協力
していきます。

光が丘

0456 深見 雅典 中央区内

1）専業の独立防災隊隊長歴５年
　避難所運営協議会副会長
2）防災隊訓練の計画・指導
3）建設会社勤務、一級建築士

土・日 光が丘

0112 入江　尚 光が丘地区内 光が丘

0240 野口　道生 光が丘地区内
当地区は防災活動が活発である。営繕、設備保守の仕事をして
いたのでこれらが活用出来るようにしたい。

日程は連絡下さい 光が丘

0250 南　雄二 光が丘地区内

防災講演（40分程度）パワーポイント使用
居住地区の住民（自治会の全世帯向け）防災講演を毎年連続6
日間実施中。発災時にどう生きのびるか、近助の重要性、家庭
備蓄、簡易トイレの普及につとめている。過去3年で全14世帯の
60％が受講。

土・日可能。
平日も要相談。

光が丘



0303 池田　進 光が丘地区内
現在光が丘地区、虹ヶ丘独立防災隊で活動中。
平成23年5月に虹ヶ丘防災隊発足以来、専任で活動を続け現在
に至っています。

在職中の為、地元での活動
を希望します。

光が丘

0310 太田　千絵子 光が丘地区内
緑が丘２独立防災隊にて成年部副部長をさせていただいていま
す。
消火訓練しています。

光が丘

0313 倉島　正和 光が丘地区内

自治会の防災隊に3年前より属し、スタンドパイプによる放水訓
練、消火器による消火訓練実施。
避難所開設訓練に参加していたが、防災士としての資格を取得
したことで今後の活動を思案中。

平日の昼間 光が丘

0324 菅原　恵美子 光が丘地区内

・光が丘地区連合自治会、自主防災隊
　独立防災隊合同訓練（年間2回下溝緑中学校防災訓練所に
て）
・簡単な礼式訓練（整列、点呼、敬礼）
・実際に火を燃やし、各種消火器での消化体験等
・水消火器の指導訓練については防災得意分野です

毎週月・水曜日
時間帯　午後1：30～4：00

光が丘

0331 角田　康夫 光が丘地区内
・並木３丁目独立防災隊発足時から入隊、３年間活動している。
避難所訓練では、衛生班班長として参加し活動している。会社で
は、通信関係で勤務しており、発災時は情報伝達で活動できる。

土・休日は可能 光が丘

0333 土橋　民樹 光が丘地区内
防災隊員として防災訓練。
知識と技量を高めていきたい。

事前相談 光が丘

0339 福澤　祥二 光が丘地区内
緑ヶ丘2丁目独立防災隊に所属、3年前より広報部長として、
『緑2独立防災隊ニュース』の編集を手掛ける事で防災啓発活動
に取組んでいる。

要相談 光が丘

0345 宮崎　洋 光が丘地区内
緑が丘２丁目独立防災隊発足時より隊員。
防災部長～会計
地域防災訓練に主催者的に参加

片耳失聴で難聴気味 光が丘

0402 阿部 真由美 光が丘地区内
防災隊に入り約５年。地域の方の意識を高める為には何ができ
るのか考えていきたい。誰の生命も１番大切。「誰も置きざりにし
ない」という理念に感動しています。

光が丘



0412 大橋 友美 光が丘地区内
緑が丘一丁目独立防災隊員
緑が丘中学校避難所運営協議会役員

光が丘

0414 岡本 隆久 光が丘地区内
中央区緑が丘二丁目防災隊隊長
情報伝達：アマチュア無線歴５５年
大学：工業化学科卒業

不定期（できれば土曜日）
仕事現役

光が丘

0427 斎藤 勇 光が丘地区内

化学会社に入社、石油ガス（エチレン）からポリエチレンを製造す
るプラントで働く
自主防災隊（社内）で活動する
危険物甲種、高圧ガス乙科学
酸欠２種有

光が丘

0429 佐々木 歩 光が丘地区内

近い将来起こる災害に、的確な行動を取る事が出来る様にと、
防災士をめざして認定を受けました。まずは居住地区内にて防
災活動に参加して、実績を付けてから活動範囲を広げて行きま
す。

出来る限り土、日曜日
時間帯指定なし

光が丘

0458 藤井 登 光が丘地区内
・中央区並木２丁目自治会防災隊発足が２０１１年でそれ以後防
災隊副隊長として地域の防災訓練等に参加。現在は防災隊長と
して地域の防災意識高揚を図る活動を続けている。

スポーツクラブに入会してい
る為時間には制限あり

光が丘

0466 村松 映介 光が丘地区内
青葉一丁目防災隊総務として、役員会・総会等の資料や議事録
等の作成を行なっています。

光が丘

0318 小林　美千代
光が丘地区内

（公共交通機関を使用
していける範囲）

赤十字防災ボランティア6ブロックに所属
地区リーダーとして6ブロック内で活動中
相模原市赤十字奉仕団員

光が丘


