
順不同・敬称略（令和3年7月16日現在）

役　　職 委　員　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 役　　職 幹　事　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ

さいたま労働基準監督署 署長 松本　桂一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 副署長 大鷲　亨 ｵｵﾜｼ ﾄｵﾙ

関東農政局埼玉支局 関東農政局地方参事官
（埼玉県担当） 東　光俊 ｱｽﾞﾏ ﾐﾂﾄｼ 総括農政推進官 後藤　堅 ｺﾞﾄｳ ｹﾝ

大宮国道事務所 事務所長 阿部　俊彦 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 副所長 渡邊　正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

荒川上流河川事務所 事務所長 藤本　雄介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 防災情報課長 阿部　国治 ｱﾍﾞ ｸﾆﾊﾙ

関東運輸局埼玉運輸支局 支局長 河原　洋 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 首席運輸企画専門官 小川　ゆかり ｵｶﾞﾜ ﾕｶﾘ

関東地方整備局 防災室長 遠藤　武志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 防災室課長補佐 渡辺　健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

2号（1名） 自衛隊 陸上自衛隊第１師団第３２普通科連隊 第3科長 和田　伸一 ﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 第３科 防衛・警備幹部 渡邊　貴博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

埼玉県危機管理防災部災害対策課 課長 山田　勲 ﾔﾏﾀﾞ ｲｻｵ 主幹 照井　英夫 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞｵ

埼玉県さいたま県土整備事務所 所長  澤　隆 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 河川部長 岡松　泰弘 ｵｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ

埼玉県さいたま農林振興センター 所長 福島　恵美子 ﾌｸｼﾏ ｴﾐｺ 担当部長 川脇　達也 ｶﾜﾜｷ ﾀﾂﾔ

埼玉県警察　さいたま市警察部 部長 風上　正樹 ｶｻﾞｶﾐ ﾏｻｷ 主席調査官 佐藤　則明 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ

浦和警察署 署長 松本　晃彦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ 警備課長 今野　裕樹 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ

浦和東警察署 署長 齋藤　健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 警備課長 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ

浦和西警察署 署長 平澤　昭彦 ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋｺ 警備課長 吉田　稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ

大宮警察署 署長 富岡　洋 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛｼ 警備課長 藤島　庸正 ﾌｼﾞｼﾏ ﾉﾌﾞﾏｻ

大宮東警察署 署長 正木　浩 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 警備課長 藤島　淳 ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ

大宮西警察署 署長 市川　弘明 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｱｷ 警備課長 本橋　弘泰 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛﾔｽ

岩槻警察署 署長 島　卓安 ｼﾏ ﾀｶﾔｽ 警備課長 鶴間　憲司 ﾂﾙﾏ ｹﾝｼﾞ

さいたま市 副市長 日野　徹 ﾋﾉ ﾄｵﾙ

さいたま市 水道事業管理者 小島　正明 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ

さいたま市 理事 井山　剛之 ｲﾔﾏ ﾀｹｼ

さいたま市 都市戦略本部長 真々田　和男 ﾏﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ

さいたま市 総務局長 後藤　昌章 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｱｷ 総務局総務部長 穂刈　浩 ﾎｶﾘ ﾋﾛｼ

さいたま市 財政局長 鷲頭　美央 ﾜｼｽﾞ ﾐｵ 財政局財政部長 伊達　雅之 ﾀﾞﾃ ﾏｻﾕｷ

さいたま市 市民局長 宮野　良章 ﾐﾔﾉ ﾖｼｱｷ 市民局市民生活部長 織田　真由美 ｵﾀﾞ ﾏﾕﾐ

さいたま市 スポーツ文化局長 大西　起由 ｵｵﾆｼ ｷﾖｼ スポーツ文化局スポーツ部長 高橋　伸一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ

さいたま市 保健福祉局長 細沼　寛 ﾎｿﾇﾏ ｶﾝ 保健福祉局保健部長 星野　公男 ﾎｼﾉ ｷﾐｵ

さいたま市 子ども未来局長 金子　博志 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 子ども未来局子ども育成部長 加藤　治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ

さいたま市 環境局長 中野　明彦 ﾅｶﾉ ｱｷﾋｺ 環境局環境共生部長 西林　正文 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

さいたま市 経済局長 千枝　直人 ﾁｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 経済局商工観光部長 矢口　敦彦 ﾔｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ

さいたま市 都市局長 土屋　愛自 ﾂﾁﾔ ｱｲｼﾞ 都市局都市計画部長 篠崎　靖夫 ｼﾉｻﾞｷ ﾔｽｵ

さいたま市 建設局長 村上　孔 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ 建設局土木部長 小島　文郎 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾛｳ

さいたま市 西区役所区長 神田　正一 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 西区役所副区長 栁田　正明 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻｱｷ

さいたま市 北区役所区長 永井　正 ﾅｶﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 北区役所副区長 林　祐樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

さいたま市 大宮区役所区長 町田　孝良 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 大宮区役所副区長 薄田　衛 ｳｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ

さいたま市 見沼区役所区長 田中　久也 ﾀﾅｶ ﾋｻﾅﾘ 見沼区役所副区長 田中　美和 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ

さいたま市 中央区役所区長 近藤　裕司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 中央区役所副区長 池田　一江 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｴ

さいたま市 桜区役所区長 池田　智二 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｼﾞ 桜区役所副区長 関口　清規 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾉﾘ

さいたま市 浦和区役所区長 佐藤　真奈子 ｻﾄｳ ﾏﾅｺ 浦和区役所副区長 星野　正 ﾎｼﾉ ﾏｻｼ

さいたま市 南区役所区長 齊藤　剛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 南区役所副区長 細井　博明 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

さいたま市 緑区役所区長 阿部　幸子 ｱﾍﾞ ﾕｷｺ 緑区役所副区長 神田　篤 ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｼ

さいたま市 岩槻区役所区長 沼尻　裕一 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕｳｲﾁ 岩槻区役所副区長 長谷川　司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｶｻ

さいたま市 会計管理者 矢部　武 ﾔﾍﾞ ﾀｹｼ

さいたま市 水道局長 波田野　哲雄 ﾊﾀﾉ ﾃﾂｵ 水道局業務部長 朝比奈　敏夫 ｱｻﾋﾅ ﾄｼｵ
6号（1名）

教育機
関 さいたま市教育委員会 教育長 細田　眞由美 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕﾐ 教育委員会管理部長 栗原　章浩 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

さいたま市消防局 消防局長 林　一浩 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 消防局総務部長 島田　智弘 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

さいたま市消防団 消防団長 岡村　好一 ｵｶﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ
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7号
（2名）

さいたま市防災会議委員・幹事名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

号別
委員

区分
幹事

会長　さいたま市長　　清水　勇人

機　　　　関　　　　名

資料１



順不同・敬称略（令和3年7月16日現在）

役　　職 委　員　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 役　　職 幹　事　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ

さいたま市防災会議委員・幹事名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

号別
委員

区分
幹事

会長　さいたま市長　　清水　勇人

機　　　　関　　　　名

日本郵便株式会社さいたま新都心郵便局 局長 伊藤　義雄 ｲﾄｳ ﾖｼｵ 総務部長 大崎　雄二 ｵｵｻｷ ﾕｳｼﾞ

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 総務部長 長谷川　弘幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 安全企画室長 菅沼　芳宏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾋﾛ

東武鉄道株式会社東武大宮駅 駅長 小川　志朗 ｵｶﾞﾜ ｼﾛｳ 岩槻駅長 色川　浩貴 ｲﾛｶﾜ ﾋﾛﾀｶ

埼玉新都市交通株式会社大宮駅 駅長 安部　智之 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 助役 榎本　靖夫 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｵ

埼玉高速鉄道株式会社 取締役 鉄道統括部長 池田　司郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾛｳ 安全管理課長 髙瀬　智弘 ﾀｶｾ ﾄﾓﾋﾛ

東日本電信電話株式会社埼玉事業部 取締役 埼玉事業部長 石川　達 ｲｼｶﾜ ﾀﾂ ＮＴＴ東日本
－関信越災害対策室長 石川　健太郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

日本通運株式会社埼玉支店 支店長 入江　浩 ｲﾘｴ ﾋﾛｼ 総務次長 杉本　雄郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾛｳ

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社 副総支社長 水野　雅人 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄ 渉外担当部長 小川　優 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

東京ガス株式会社埼玉支社 支社長 清水　淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 総副支社長 栗原　操 ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｵ

東彩ガス株式会社 執行役員 供給本部
供給保安部長 栗原　芳一 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾖｼｶｽﾞ 供給本部 供給保安部

保安課 課長 青木　利行 ｱｵｷ ﾄｼﾕｷ

日本放送協会さいたま放送局 局長 平　匠子 ﾀｲﾗ ｼｮｳｺ 企画編成部副部長 福田　陽平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

株式会社テレビ埼玉 代表取締役社長 川原　泰博 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 総務局部長 林　悠哉 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ

株式会社エフエムナックファイブ 代表取締役社長 片岡　尚 ｶﾀｵｶ ﾋｻｼ 常務取締役（技術本部長） 森下　浩行 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾕｷ

埼玉県トラック協会浦和支部 支部長 森田　康士 ﾓﾘﾀ ﾔｽｼ

埼玉県トラック協会大宮支部 支部長 加増利　豊秋 ｶｿﾘ ﾄﾖｱｷ

埼玉県トラック協会岩槻支部 支部長 足立　勝 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾙ

埼玉県ＬＰガス協会さいたま支部 支部長 新井　清太 ｱﾗｲ ｷﾖﾀ 副支部長 大久保　勝行 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾕｷ

一般社団法人　浦和医師会 会長 登坂　英明 ﾄｻｶ ﾋﾃﾞｱｷ 事務局長 秋元　克郎 ｱｷﾓﾄ ｶﾂﾛｳ

一般社団法人　大宮医師会 会長 松本　雅彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 事務長 佐藤　典生 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ

一般社団法人　さいたま市与野医師会 会長 森　泰二郎 ﾓﾘ ﾀｲｼﾞﾛｳ 事務局長 佐藤　順子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ

一般社団法人　岩槻医師会 会長 林　承弘 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾋﾛ 事務局長 宮﨑　芳夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｵ
10号（1名）

自

主

防

災 さいたま市自主防災組織連絡協議会 会長 冨澤　洋 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

さいたま市自治会連合会 会長 松本　敏雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ

一般社団法人　浦和歯科医師会 会長 角田　丈治 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 理事 迫脇　和子 ｻｺﾜｷ ｶｽﾞｺ

一般社団法人　大宮歯科医師会 会長 巻　淳一 ﾏｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 事務局長 有野　由美子 ｱﾘﾉ ﾕﾐｺ

一般社団法人　与野歯科医師会 会長 金子　久章 ｶﾈｺ ﾋｻｱｷ 事務職員 秋谷　真紀 ｱｷﾔ ﾏｷ

一般社団法人　さいたま市薬剤師会 会長 堀野　忠夫 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｵ 副会長 船津　一郎 ﾌﾅﾂ ｲﾁﾛｳ

さいたま商工会議所 会頭 池田　一義 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 総務・会員サービス部長 八島　健 ﾔｼﾏ ｹﾝ

公益社団法人　さいたま市防火安全協会 会長 有山　佳男 ｱﾘﾔﾏ ﾖｼｵ

埼玉県石油商業協同組合浦和支部 支部長 中村　幸久 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋｻ 副支部長 内藤　栄 ﾅｲﾄｳ ｻｶｴ

さいたま市食生活改善推進員協議会 会長 草刈　澄 ｸｻｶﾘ ｽﾐ

浦和女性薬剤師会 会長 白石　美智子 ｼﾗｲｼ ﾐﾁｺ

さいたま市交通安全保護者の会（母の会） 会長 家崎　清子 ｲｴｻｷ ｷﾖｺ
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さいたま市地域防災計画改定の概要について 
 

 

災害対策基本法の改正に伴い、当法令との整合を図るため、さいたま市地域防

災計画（令和３年３月）を改定。 

 

 

災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３０号） 

（５月１０日公布、５月２０日施行） 

令和元年台風第 19 号(令和元年東日本台風)での教訓を踏まえ、警戒レベル３

の避難準備・高齢者等避難を「高齢者等避難」、警戒レベル４の避難勧告と避難指

示（緊急）については「避難指示」に一本化、警戒レベル５を「緊急安全確保」とする

など避難情報を改正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法改正に伴い、さいたま市地域防災計画各編（共通編・震災対策

編・風水害対策編・大規模事故等対策編）において整合を図るため修正。 

・上記避難情報や住民がとるべき行動等の変更（風水害対策編 P.88 他） 

・その他字句修正 

・さいたま市地域防災計画（資料編）についても、令和３年４月１日時点で時点修正 

・防災会議にて、出席委員の過半数をもって決した場合、令和３年７月施行を予定 

１ 改定の経緯 

２ 災害対策基本法の改正について 

３ さいたま市地域防災計画の改定について 

出典：内閣府（防災担当） 

資料２



資料３





































さいたま市防災会議運営要綱改定について 

 

・書面等による防災会議の開催が可能な旨を明記 

・『さいたま市地域防災計画』資料編の時点修正や、その他字句修正等を毎年度実施

可能とするため 

 

 

 

・防災会議の招集が困難なときは、書面等による会議開催を可能とする 

・会長（市長）による軽易な事項の専決処分を可能とする 

・会長は、次の防災会議で処分事項を報告し、承認を求めなければならない 

 

 

〈さいたま市防災会議運営要綱 新旧対照表〉 
さいたま市防災会議運営要綱の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（会議の招集） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 会長は、やむを得ない事情により防災会議の招

集が困難なときは、書面等により防災会議を開催

することができる。 

 

（専決処分） 

第１１条 ［略］ 

２ 前項の規定によるもののほか、会長は、軽易な

事項について専決処分することができる。 

３ 前二項の規定により専決処分したときは、会長

は、次の防災会議にこれを報告し、承認を求めな

ければならない。 

 

 （会議の招集） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 （専決処分） 

第１１条 ［略］ 

 

 

２ 前項の規定により専決処分したときは、会長は、

次の防災会議にこれを報告し、承認を求めなけれ

ばならない。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 

１ 改定理由 

２ 改定内容 
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さいたま市防災会議運営要綱 

 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、さいたま市防災会議条例（平成１３年さいたま市条例第 202 号。以下「条 

例」という。）第６条の規定に基づき、さいたま市防災会議（以下「防災会議」という。）の議 

事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会長の職務を代理すべき委員） 

第２条  条例第３条第４項に規定する会長の職務を代理すべき委員は、副市長の職にある委員と 

する。 

 （会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、防災会議を招集するときは、日時、場所及び付議すべき事項を定め、委員に通知し

なければならない。 

３ 会長は、やむを得ない事情により防災会議の招集が困難なときは、書面等により防災会議を

開催することができる。 

 （委員の代理） 

第４条 委員は、やむを得ない事情により出席できないときは、その職務を代理させる者（以下

「代理者」という。）を出席させることができる。 

２ 前項の代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名するものとする。 

（議長） 

第５条 防災会議の議長は、会長をもって充てる。 

（定足数） 

第６条 防災会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 

（議事） 

第７条 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 （専門委員） 

第８条 専門委員は、防災会議に出席し、意見を述べることができる。 

 （幹事会） 

第９条 幹事をもって幹事会を組織する。 

２ 幹事会は、会長が招集する。 

３ 幹事会は次の事項をつかさどる。 

(1) 防災会議の所掌事務の予備的な協議及び調整 

(2) 前号に掲げるもののほか、会長が命ずる事項 

 （会議録） 

第１０条 会長は、防災会議の概要を記録し、これを保存しなければならない。 
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 （専決処分） 

第１１条 会長は、緊急その他やむを得ない理由により防災会議を招集することができないとき 

は、防災会議の権限に属する事務を専決処分することができる。 

２ 前項の規定によるもののほか、会長は、軽易な事項について専決処分することができる。 

３ 前２項の規定により専決処分したときは、会長は、次の防災会議にこれを報告し、承認を求

めなければならない。 

（会議の傍聴） 

第１２条 会議の傍聴を希望する者は、会場で受付をし、係員の指示に従い入室するものとする。 

２ 会議の傍聴の定員は、原則１０名とする。 

３ 傍聴の受付は先着順とし、会議の開催定刻３０分前から１０分前までに行うものとする。 

４ 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。 

(3) 会場において飲食及び喫煙をしないこと。 

(4) 会場において、会長の許可なく会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。 

５  会長は、会議を妨害し、又は議事運営に支障となるおそれがあると認められる者を、退室さ

せることができるものとする。 

 （公表の方法） 

第１３条 災害対策基本法（昭和３６年法律第 223 号）第４２条第５項の規定により行う要旨の 

公表は、さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま市条例第３号）別表に掲げる掲示板に掲 

示してこれを行う。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め 

る。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 


