
    
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和２年度第２回さいたま市防災会議 

２ 会議の開催日時 令和３年３月９日～２２日 

３ 会議の開催場所 － 

４ 出席者名 別紙のとおり 

５ 欠席者名 － 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

さいたま市地域防災計画の改定案について 

（公開又は非公開の別）  

非公開 

７ 非公開の理由 

情報公開条例第２３条第３号のため 

（公開することにより新型コロナウイルス感

染症拡大のおそれがあり、当該会議の適切な運

営に支障が生ずるため） 

８ 傍聴者の数 － 

９ 審議した内容 さいたま市地域防災計画の改定案について 

10 問合せ先 
総務局危機管理部防災課 

電話番号 ０４８－８２９－１１２６ 

11 その他 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵 

送により書面での審議を行いました。 

 



令和２年度第２回さいたま市防災会議 議事概要 

 

１．議 題   さいたま市地域防災計画の最終案について 

 

 

２．日 時   令和３年３月９日（火）～令和３年３月２２日（月） 

書面開催 

 

 

３．出 席 者   別紙のとおり 

（総数の過半数以上の出席につき、会議成立） 

 

 

４．公開・非公開の別   非公開（情報公開条例第２３条第３号のため） 

 

 

５．資 料   

  資料１：さいたま市防災会議 委員・幹事名簿（令和２年１１月１３日現在） 

資料２：さいたま市地域防災計画改定の概要について 

資料３：新旧対照表 

資料４：地域防災計画改定案各編（赤字溶け込み） 

（共通編・震災対策編・風水害対策編・大規模事故等対策編・資料編） 

資料５：「さいたま市地域防災計画(改定案)」に対する意見募集結果 

資料６：国土強靭化地域計画アクションプラン見直しについて 

参考資料１：さいたま市防災会議条例 

参考資料２：さいたま市防災会議運営要綱 

参考資料３：（内閣府）避難情報及び広域避難等に関する 

サブワーキンググループ報告（概要） 

 

６．審議結果   委員総数８０名中、原案通り承認６３名 

       （出席委員の過半数以上の承認につき可決） 

 

 

資料２，５，６を添付、資料３，４はＣＤ 

資料１，参考資料１，２は第１回参照 



役　　職 委　員　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ

さいたま市長 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ

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

関東農政局埼玉支局 関東農政局地方参事官
（埼玉県担当） 太田　孝弘 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

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

関東運輸局埼玉運輸支局 支局長 菅谷　好孝 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾀｶ

関東地方整備局 防災室長 田中　満 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ
2号 自衛隊 陸上自衛隊第１師団第３２普通科連隊 第3科長 東　弘幸 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

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

埼玉県さいたま県土整備事務所 所長 金子　勉 ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ

埼玉県警察　さいたま市警察部 部長 宮澤　弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

浦和警察署 署長 新井　文夫 ｱﾗｲ ﾌﾐｵ

浦和東警察署 署長 齋藤　健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

浦和西警察署 署長 谷川　裕保 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾔｽ

大宮警察署 署長 伊古田　晴正 ｲｺﾀ ﾊﾙﾏｻ

大宮東警察署 署長 山並　俊彦 ﾔﾏﾅﾐ ﾄｼﾋｺ

大宮西警察署 署長 會田　雄一 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

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 総務局長 後藤　昌章 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｱｷ

さいたま市 財政局長 鷲頭　美央 ﾜｼｽﾞ ﾐｵ

さいたま市 市民局長 木島　泰浩 ｷｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ

さいたま市 スポーツ文化局長 大西　起由 ｵｵﾆｼ ｷﾖｼ

さいたま市 子ども未来局長 金子　博志 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ

さいたま市 経済局長 千枝　直人 ﾁｴﾀﾞ ﾅｵﾄ

さいたま市 都市局長 長谷川　俊正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼﾏｻ

さいたま市 建設局長 反町　央 ｿﾘﾏﾁ ﾋﾛﾐ

さいたま市 西区役所区長 神田　正一 ｶﾝﾀﾞ ｼﾖｳｲﾁ

さいたま市 北区役所区長 永井　正 ﾅｶﾞｲ ﾀﾀﾞｼ

さいたま市 大宮区役所区長 町田　孝良 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

さいたま市 見沼区役所区長 吉沢　浩之 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

さいたま市 中央区役所区長 西村　徹 ﾆｼﾑﾗ ﾄｵﾙ

さいたま市 桜区役所区長 池田　智二 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｼﾞ

さいたま市 浦和区役所区長 佐藤　真奈子 ｻﾄｳ ﾏﾅｺ

さいたま市 南区役所区長 宮野　良章 ﾐﾔﾉ ﾖｼｱｷ

さいたま市 緑区役所区長 阿部　幸子 ｱﾍﾞ ﾕｷｺ

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

さいたま市 会計管理者 田沼　明 ﾀﾇﾏ ｱｷﾗ

さいたま市 水道局長 蓮見　厚人 ﾊｽﾐ ｱﾂﾄ
6号

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

さいたま市消防局 消防局長 林　一浩 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

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

令和２年度第２回さいたま市防災会議　出席者　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　【別紙】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
順不同・敬称略

3号

号別
委員

区分 機　　　　関　　　　名

会　　長
指

定

地

方

行

政

機

関

1号

消防機
関

県

の

機

関

4号

5号

さ

い

た

ま

市

警

察

7号



役　　職 委　員　氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ

令和２年度第２回さいたま市防災会議　出席者　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　【別紙】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
順不同・敬称略

号別
委員

区分 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

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 総務部長 横尾　武士 ﾖｺｵ ﾀｹｼ

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

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

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

東京ガス株式会社北部導管事業部 事業部長 反町　佳生 ｿﾘﾏﾁ ﾖｼｵ

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

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

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

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

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

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

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

一般社団法人　岩槻医師会 会長 林　承弘 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾋﾛ

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

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

さいたま商工会議所 会頭 池田　一義 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

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

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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