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様式１号 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度第２回所沢市防災会議 

開催日時 
令和５年２月１日(水) 午前１０時００分～午前１１時３

０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  室 長  近藤 敦志 

           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）各団体における防災に関する取組について 

  （３）その他 

会議資料 

１  所沢市防災会議次第 

２  所沢市防災会議委員名簿 

３  座席表 

４   資料１ 所沢市地域防災計画改定案（モノクロ） 

５  資料２ 所沢市地域防災計画改定案解説（カラー） 

６  資料３ 所沢市地域防災計画改定案概要 

７  資料４ パブリックコメント意見一覧 

８  資料５ 部の構成と所掌事務 

担当部課 

危機管理室 

 電話 ０４（２９９８）９３９９ 

 

＜出席者＞ 

室長      近藤 敦志 

副主幹     三宅 大輔 

主査      小山 慶隆 

主任      寒川 咲恵 

主任      望月 隆利 
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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） 

事務局 

(危機管理室長・ 

近藤) 

開会 

委員紹介 

会議録の記録方式、会議録の署名・確定についての説明 

傍聴者の確認 

会長 

（市長） 
あいさつ 

事務局 

(危機管理室長・ 

近藤) 

資料の確認 

議題（１）所沢市地域防災計画の改定について 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

改定概要について、資料３に基づき説明。 

また、パブリックコメントで寄せられた意見とそれに対す

る回答について、資料４に基づき説明。 

第 1 回幹事会後の各幹事からの意見及びパブリックコメ

ントによる意見を反映し、改定素案をまとめ、第２回幹事

会にて承認をいただいた。 

幹事会後の修正点として、総則・予防対策編における部の

構成と所掌事務に副部長を追加することについて資料５

に基づき説明。また、同編の空き家対策について、市民部

を追加することを説明。 

委員 

用語集の「啓開」は「た行」ではなく「か行」とするべき

ではないか。 

建設部の所掌事務として「緊急輸送道路の啓開に関するこ

と」とあるが、建設部が市内全ての緊急輸送道路の対応に

当たるのか。 

事務局 

(危機管理室 

主査・小山) 

用語集については、意見を踏まえて修正する。 

緊急輸送道路の啓開については、「資料編第５ １ 県及

び市指定緊急輸送道路」に記載のとおり、それぞれの道路

管理者が所管する道路の対応を行うこととなっている。 

会長 

（市長） 

本素案を新しい地域防災計画とし、令和５年４月１日から施

行することについて承認を求めたところ、異議なしで承認さ

れた。 
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議題（２）各団体における防災に関する取組について 

事務局 

(危機管理室 

副主幹・三宅) 

本会議は、防災関係団体が一堂に会する貴重な機会であるた

め、各団体における防災対策に関する取組を共有したいと考

えた。 

今回は、東日本電信電話株式会社、東京電力パワーグリッド

株式会社及び武州ガス株式会社より防災に関する取組につ

いてお話をいただきたい。 

委員 

東日本電信電話株式会社における防災に関する取組につい

て説明。 

被害状況調査は様々な環境で行えるようバイク隊やドロー

ン、雪上車を配備している。災害伝言ダイヤルは定期的に体

験利用ができるためぜひ試していただきたい。 

委員 

東京電力パワーグリッド株式会社における防災に関する取

組について、説明。 

令和元年房総半島台風を機に、被害状況をいち早く把握でき

るシステムの構築等を行い、迅速に電力が復旧するよう努め

ている。 

委員 

武州ガス株式会社における防災に関する取組について説明。 

安全機能付ガスメーターの導入や大規模震災時のガス供給

停止により、二次災害を防止する取組等を行っている。 

議題（３）その他について 

事務局 

(危機管理室長・ 

近藤) 

特になし 

 議事終了、閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 4 ― 

区分 選出区分（機関名） 職　　名 氏    名 出欠

所沢市 市長 藤本　正人 出席

1 １号 労働局所沢労働基準監督署 署長 大野　武見 出席

2 埼玉県川越県土整備事務所 所長 落合　誠 出席

3 埼玉県川越農林振興センター 所長 竹詰　一 欠席

4 埼玉県西部地域振興センター 所長 和田　公雄 欠席

5 埼玉県狭山保健所 所長 山川　英夫 出席

6 ３号 埼玉県所沢警察署 署長 宮下　敏郎 代理

7 所沢市 副市長 中村　俊明 欠席

8 所沢市 上下水道事業管理者 平田　仁 出席

9 所沢市 秘書監 佐々木　厚 出席

10 所沢市 危機管理監 井上　典 出席

11 所沢市 経営企画部長 鈴木　哲也 出席

12 所沢市 総務部長 市川　博章 代理

13 所沢市 財務部長 当麻　靖男 出席

14 所沢市 市民部長 冨田　一成 出席

15 所沢市 福祉部長 前田　広子 出席

16 所沢市 こども未来部長 町田　真治 出席

17 所沢市 健康推進部長 瀬能　幸則 欠席

18 所沢市 環境クリーン部長 並木　和人 出席

19 所沢市 産業経済部長 鈴木　明彦 出席

20 所沢市 街づくり計画部長 埜澤　好美 出席

21 所沢市 所沢駅西口まちづくり担当理事 遠藤　弘樹 出席

22 所沢市 建設部長 肥沼　宏至 出席

23 所沢市 会計管理者 越智　三奈子 出席

24 所沢市 市民医療センター事務部長 林　誠 出席

25 所沢市 議会事務局長 梅﨑　恭子 欠席

26 所沢市 教育総務部長 千葉　裕之 出席

27 所沢市 学校教育部長 江原　勝美 出席

28 所沢市 上下水道局長 磯　稔 出席

29 ５号 所沢市教育委員会 教育長 中島　秀行 出席

30 ６号 所沢市消防団 団長 森田　耕一 出席

31 ７号 埼玉西部消防組合 消防署統括監兼所沢中央消防署長 増岡　正也 出席

32 ＪＲ東日本旅客鉄道(株)東所沢駅 駅長 小林　伸次 出席

33 東日本電信電話(株)　埼玉事業部　埼玉西支店 支店長 丸山　猛 出席

34 東京電力パワーグリッド(株)　志木支社 支社長 小西　高志 出席

35 (一社)所沢市医師会 理事 加藤　裕 出席

36 西武鉄道(株)所沢駅管区 管区長 山本　徳之 出席

37 武州瓦斯(株) 取締役社長 原　敏成 代理

38 西武バス(株)所沢営業所 所長 青木　正治 欠席

39 (一社)埼玉県トラック協会所沢支部 支部長 板橋　正久 欠席

40 (一社)埼玉県エルピーガス協会所沢支部 支部長 荻野　佳明 欠席

41 (一社)所沢市歯科医師会 会長 浜島　拓也 出席

42 ９号 所沢市自主防災会連合会 会長 齋藤　操 出席

43 所沢市建設産業連合会 相談役 斎藤　賢吾 欠席

44 所沢市自治連合会 副会長 中里　市三 出席

45 (社福)所沢市社会福祉協議会 常務理事 美甘　寿規 出席

46 (一社)埼玉県助産師会所沢地区 災害対策委員 田中　直子 欠席

47 所沢市男女共同参画審議会 副会長 仲　志津江 出席

合計４７名 出席者（代理）３７名（３名）

所沢市防災会議　出欠表

10号

４号

２号

８号

 


