
様式１号 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度所沢市防災会議幹事会（第１回） 

開催日時 
令和４年１０月２５日(火)  

午前１０時００分～午前１１時００分 

開催場所 上下水道局庁舎 ３階会議室 

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 危機管理室  副主幹  三宅 大輔 

           主 査  小山 慶隆 

議題 

１ 議事 

  （１）所沢市地域防災計画の改定について 

  （２）その他 

会議資料 

１  所沢市防災会議幹事会次第 

２  所沢市防災会議幹事名簿 

３  座席表 

４   資料１ 所沢市地域防災計画改定のスケジュール 

５  資料２ 所沢市地域防災計画改定の概要 

６  資料３ 所沢市地域防災計画の確認方法 

７  資料４ 所沢市地域防災計画改定素案（カラー） 

担当部課 

危機管理室 

 電話 ０４（２９９８）９３９９ 

 

＜出席者＞ 

副主幹     三宅 大輔 

主査      小山 慶隆 

主査      小田切 亘 

主任      寒川 咲恵 

主任      望月 隆利 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

開会 

幹事長 

（危機管理監） 
あいさつ 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

幹事紹介 

会議録の記録方式、会議録の署名・確定についての説明 

資料の確認 

議題（１）所沢市地域防災計画改定について 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

改定の進め方について、資料１に基づき説明。 

今後、関係機関及び庁内各部へ意見照会を行い、その後パブリ

ックコメント等を行う。令和５年１月下旬開催予定の第２回防

災会議幹事会で最終案の検討を行い、令和５年２月上旬開催予

定の第２回防災会議における承認をもって改定する。 

事務局 

(危機管理室 

主査・小山) 

改定内容について、資料２及び資料４に基づき説明。 

防災関係法令の改正、上位計画の修正、国の指針等の改訂、本市の

取組等を本計画に反映する。また、計画の実効性と利便性の向上を

図るため、計画の構成を県計画の構成に変更し、節の冒頭及び本文

中に担当機関を明示したほか、本文中の用語解説は省略し巻末に用

語集を掲載することでシンプル化した。 

事務局 

(危機管理室 

主査・小山) 

改定案の確認方法について、資料３及び資料４に基づき説明。 

各所属で所管している計画等との整合がとれているか等内容を

確認し、関係機関は直接、庁内は総務担当課でとりまとめの上、

回答を提出していただきたい。 

議題（２）その他 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

特になし 

幹事 

所沢市から東大和市に抜ける村山上貯水池の道路について、以

前より東京都水道局に対して、道路の拡幅及び整備を要望して

いる。令和５年度末には、当該道路の拡幅及び歩行者専用歩道

等の設置がされる予定である。 



国際航業（株） 

（改定業務 

委託業者） 

今回、改定案を作成するにあたり、これまで行った被災地にお

ける災害対応検証を通じて重要であると認識した事項を計画に

盛り込むとともにスリム化した。 

災害対応は防災計画をどう運用するかが大切であり、幹事の皆

さんが長を補佐するキーパーソンになる。 

計画改定に際して、助言等必要であれば協力させていただく。 

 議事終了、閉会 

 



選出区分（機関名） 職　　名 氏    名 出欠

1 所沢市 危機管理監 井上　典 出席

2 労働局所沢労働基準監督署 副署長 齋藤　克広 出席

3 埼玉県川越県土整備事務所 道路部長 秋山　泰輝 出席

4 埼玉県川越農林振興センター 管理部長 碓井　真紀 出席

5 埼玉県西部地域振興センター 副所長 斉藤　豊 出席

6 埼玉県狭山保健所 副所長 熊埜御堂　收 出席

7 埼玉県所沢警察署 警備課長 長谷部　剛 代理

8 所沢市 秘書室長 大出　久美 出席

9 所沢市 危機管理室長 近藤　敦志 出席

10 所沢市 経営企画部次長 柳田　晃芳 出席

11 所沢市 総務部次長 市川　雅美 欠席

12 所沢市 財務部次長 新井　猛 出席

13 所沢市 市民部次長 田中　政美 出席

14 所沢市 福祉部次長 内野　孝雄 出席

15 所沢市 こども未来部次長 市來　広美 出席

16 所沢市 健康推進部次長 市川　勝也 出席

17 所沢市 環境クリーン部次長 大舘　真哉 出席

18 所沢市 環境クリーン部次長 稲子谷　昂子 欠席

19 所沢市 産業経済部次長 青木　一圭 出席

20 所沢市 街づくり計画部次長 畑中　武 出席

21 所沢市 建設部次長 吉田　進一 出席

22 所沢市 出納担当参事 岸　克実 出席

23 所沢市 市民医療センター事務部総務担当参事 中村　まさみ 出席

24 所沢市 議会事務局参事 轟　俊哉 出席

25 所沢市 教育総務部次長 皆川　博幸 出席

26 所沢市 学校教育部次長 中田　利明 出席

27 所沢市 上下水道局次長 松山　幹明 出席

28 所沢市消防団 副団長 平塚　順央 欠席

29 埼玉西部消防組合 所沢東消防署長 市川　浩 代理

30 ＪＲ東日本旅客鉄道(株)東所沢駅 駅長 小林　伸次 欠席

31 東日本電信電話(株)　埼玉事業部　埼玉西支店 担当課長 高橋　靖男 出席

32 東京電力パワーグリッド(株)　志木支社 渉外担当部長 山口　敬二 出席

33 (一社)所沢市医師会 理事 加藤　裕 欠席

34 西武鉄道(株)所沢駅管区 管区長 山本　徳之 出席

35 武州瓦斯(株) 供給保安部長 坂本　和之 代理

36 西武バス(株)所沢営業所 所長 青木　正治 出席

37 (一社)埼玉県トラック協会所沢支部 支部長 板橋　正久 欠席

38 (一社)埼玉県エルピーガス協会所沢支部 青年委員会委員長 三ツ矢　勉 代理

39 (一社)所沢市歯科医師会 専務理事 小山　智一 出席

40 所沢市自主防災会連合会 監事 神藤　年三 出席

41 所沢市建設産業連合会 会長 斎藤　賢吾 出席

42 所沢市自治連合会 副会長 中里　市三 出席

43 (社福)所沢市社会福祉協議会 事務局長 荻野　亨 出席

44 (一社)埼玉県助産師会所沢地区 災害対策委員 田中　直子 出席

45 所沢市男女共同参画審議会 委員 齋藤　千里 出席

合計４５名 出席者（代理）３９名（４名）

所沢市防災会議幹事会　出欠表

 


