
様式１号  

会 議 録 

会議の名称 平成２５年度所沢市国民保護協議会会議 
開催日時 平成２５年７月４日(木) 午前１０時～午前１０時３０分 

開催場所 市役所３階 全員協議会室 
出席者の氏名 

別紙のとおり 
欠席者の氏名 

説明者の職・氏名 所沢市 総務部危機管理課 課長 前田広子 
             副主幹 佐々木厚 

議題 
１ 議事 

  （１）国民保護に関する所沢市計画の改訂(案)について 

  （２）その他 

会議資料 

１ 所沢市国民保護協議会会議 次第 
２ 国民保護に関する所沢市計画（平成25年7月改訂案） 

３ 国民保護に関する所沢市計画 新旧対照表 
４ 国民保護に関する所沢市計画 概要版 
５ 所沢市国民保護協議会委員名簿 
６ 席次表 

担当部課 

総務部危機管理課 
 電話 ０４（２９９８）９３９９ 
 
＜出席者＞ 
危機管理監 壱岐英昭、 

危機管理課長 前田広子 

危機管理課副主幹 佐々木厚 

主査 大河原功 
主査 仲幸織 
主事 分部敦 

 



平成25年7月4日　開催

選出区分（機関名） 職　　名 氏    名 出欠

会長
所沢市 市長 藤本　正人 出

1 北関東防衛局
企画部地方協力基盤整備課
事態対処支援室長

山田　広貴 欠

2 埼玉労働局所沢労働基準監督署 次長 大鷲　亨 出

3 国土交通省東京航空交通管制部 総務課長 原口　信 出

4 防衛医科大学校防衛医学研究センター 教授 齋藤　大蔵 出

5 陸上自衛隊第３２普通科連隊 第４中隊長 天路　育広 代理

6 埼玉県 危機管理防災部危機管理課長 小林　清剛 代理

7 埼玉県所沢警察署 署長 佐藤　重弘 出

8
４号 市の副市長

所沢市 副市長 大舘　勉 出

9
教育長

所沢市教育委員会 教育長 佐藤　徳一 出

10
消防長

埼玉西部消防組合 所沢東消防署長 小高　繁男 出

11
６号 市町村の職員

所沢市 上下水道事業管理者 粕谷 不二夫 出

12 (独)国立病院機構西埼玉中央病院 管理課庶務班長 横内　史泰 欠

13 日本赤十字社埼玉県支部 救護・講習課長 椎名　泰久 出

14 東日本高速道路(株)関東支社所沢管理事務所 副所長 神林　文彦 欠

15 東京電力(株)埼玉支店志木支社 副支社長 山本　義弘 欠

16 西武バス(株)所沢営業所 所長 関根 慎一郎 出

17 東日本旅客鉄道(株)東所沢駅 駅長 角田　貴 出

18 西武鉄道(株)所沢駅管区 管区長 大澤　睦夫 代理

19 武州瓦斯(株) 取締役社長 原　敏成 欠

20 (一社)埼玉県ＬＰガス協会所沢支部 支部長 田畑  茂 出

21 西武観光バス(株) 管理部管理課長 小田　和広 欠

22 (一社)埼玉県トラック協会所沢支部 支部長 久保　務 出

23 (一社)埼玉県医師会 (一社)所沢市医師会会長 柳内　仁 欠

24 (一社)埼玉県歯科医師会 (一社)所沢市歯科医師会専務理事 髙橋　清之 欠

25 所沢市消防団 団長 関根　一彌 代理

26 (株)ＮＴＴ東日本-埼玉　埼玉西営業支店 支店長 藤原　弘明 出

27 (株)エフエム茶笛(チャッピー) 専務取締役 東　たか子 出

28 (株)ジェイコムさいたま所沢局 管理部長 板東　茂 欠

29 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 常務理事 梅田　実 出

30 所沢市建設業協会 理事 石井　秀夫 出

31 所沢市自主防災会連合会 会長 越阪部 四一郎 出

32 所沢市自治連合会 副会長 清水　吉男 出

33 所沢市民生委員・児童委員連合会 新所沢地区民生委員・児童委員協議会会長 橋爪　猛 出

34 所沢市薬剤師会 理事 工藤　裕子 出

35 所沢市連合婦人会 理事 山田 美亥子 出

36 早稲田大学人間科学学術院 准教授 佐野　友紀 欠

　　　所沢市国民保護協議会委員 出欠席

区分 

１号 指定地方行政機関

２号 自衛隊に所属する者

出席委員：２６名　　欠席委員：１０名

８号 知識又は経験を有す
る者

３号 県の職員

５号

７号 指定公共機関
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様式２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

司会 

（課長） 
 開会 

会長 

（市長） 
 あいさつ 

司会 

 委員紹介 

 資料の確認 

 会議録の記録方式、会議録の署名・確定についての説明 

会長  議長就任 

議事（１）国民保護に関する所沢市計画の改訂(案)について 

事務局 

(副主幹) 

 計画の改訂について、新旧対照表を中心に説明。人口や気候に

ついて直近の数値に変更したこと、また、市の機構改革による組

織の変更等が主な改訂内容。 

  「国民保護に関する所沢市計画の改訂案」について承認 

議事（２）その他について 

事務局 

(課長) 
 「国民保護に関する所沢市計画の概要版」について説明 

  議事終了、閉会 

 


