
平成２１年度千葉市防災会議幹事会議 会議録 

 

１ 日時 平成２１年６月３日（水曜日）１０：００～１１：３０ 

 

２ 場所 千葉市役所８階 正庁  

 

３ 出席者  

（１）千葉市防災会議幹事 ６３名 

 機関名 職名 
幹事氏名 

（敬称略） 
備考 

国 

関東財務局千葉財務事務所 総務課長 雨宮  徹   

関東農政局千葉農政事務所 消費流通課長 森田 宏美   

関東運輸局千葉運輸支局 首席運輸企画専門官 井端 直行   

第三管区海上保安本部千葉海上保安部 警備救難課長 川上  誠 代理出席 

千葉測候所 気象解説官 中村 敏夫   

関東地方整備局千葉国道事務所 防災情報課長 斉藤 博英   

千葉労働基準監督署 次長 篠﨑 和代   

千
葉
県 

千葉県総務部 消防地震防災課防災政策室長 内田  茂 欠席 

千葉県千葉地域整備センター 調整課長 深山 文雄   

千葉県千葉地域整備センター千葉港湾事務所 施設管理課長 白戸 秀昭   

千葉県水道局千葉水道事務所 施設管理課長 大川 清美   

千葉水道事務所千葉西支所 施設管理課長 渡辺  稔 欠席 

警
察 

千葉県警察 

千葉市警察部総務課長 山岡 健造 代理出席            

千葉中央警察署警備課長 蝦名 喜代美   

千葉東警察署警備課長 土井 茂行   

千葉西警察署警備課長 本間  充   

千葉南警察署警備課長 土屋  隆 代理出席 

千葉北警察署警備課長 川原  浩   

千
葉
市 

千葉市 

市民部長 武田  昇 議長 

危機管理担当参事 瀧  栄市   

会計室長 田野 廣司   

総務課長 大木 正人 代理出席 

企画課長 原  誠司   

財政課長 小池 浩和 欠席 

市民総務課長 大曽根 裕   

保健福祉総務課長 土屋  稔   

環境総務課長 大岩  英   

経済振興課長 皆川 達也   

都市総務課長 中村  満   

建設総務課長 中村 敏郎   

下水道総務課長 植草 久夫 代理出席 

水道総務課長 内山 洋二郎   



中央区役所総務課長 鹿間 陸郎   

花見川区役所総務課長 倉原 良一   

稲毛区役所総務課長 伊藤 博訓   

若葉区役所総務課長 飯高 文雄   

緑区役所総務課長 石井 清和   

美浜区役所総務課長 押尾 賢司   

教育総務部総務課長 森島 俊之   

千葉市消防局警防課長 伊藤 喜義   

総務課長 和田 雅己   

指
定
公
共
機
関
・ 

指
定
地
方
公
共
機
関 

郵便事業株式会社 千葉支店業務企画室長 菅原 清忠 代理出席 

東日本旅客鉄道株式会社 千葉保線技術センター企画科長 市川 光雄   

東日本電信電話株式会社千葉支店 災害対策室長 本間 昭二   

日本赤十字社千葉県支部 救護福祉課長 田中  孝   

日本放送協会千葉放送局 放送部長 熊野 裕二   

日本通運株式会社千葉中央支店 営業課長 幸阪 利之   

東京電力株式会社千葉支社 配電保守技術グループマネージャー  葛原 祥道   

東京ガス株式会社千葉支店 副支店長地域広報グループマネージャー 津久浦 慶郎   

千葉ガス株式会社 技術部防災・供給グﾙｰプ課長 池辺 義彦   

大多喜ガス株式会社供給部千葉事業所 主査 市川 雅之   

東日本高速道路㈱関東支社千葉管理事務所 工務担当課長 友尻 正一 欠席 

京成電鉄株式会社 京成千葉駅助役 伊藤 市雄 欠席 

千葉都市モノレール株式会社 運転課長 小出 明徳   

社団法人千葉県トラック協会 交付金事業部長 山家 正義 代理出席 

社団法人千葉県バス協会 事務局長 増田  清   

千葉テレビ放送株式会社 報道部長 古賀 義明   

株式会社ベイエフエム 技術部長 吉田 八郎   

社団法人千葉県エルピーガス協会 千葉支部長 河野  崇   

市
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

社団法人千葉市医師会 理事 大久保  俊平 代理出席 

陸上自衛隊高射学校 企画室防衛幹部 篠村 佳二 欠席 

千葉市町内自治会連絡協議会 市民局地域振興課長 野老 正雄   

千葉商工会議所 総務部長 田代 修一   

社団法人千葉市歯科医師会 専務理事 浜野 勝巳 代理出席 

社団法人千葉市薬剤師会 副会長 大塚 さち子   

千葉市建設業協会 理事(兼)防災隊副隊長 滑川  隆   

千葉市女性団体連絡会 事務局長 杉本 明行 代理出席 

社団法人千葉県看護協会 
医療法人社団 誠馨会 
千葉中央メディカルセンター 看護部長 

内田 好美   

 

（２）八都県市合同防災訓練協力機関（４名） 

八
都
県
市
合
同
防

災
訓
練
協
力
機
関 

財団法人千葉市防災普及公社 事務局長補佐 福留 順一   

千葉総合卸商業団地協同組合 事務長 斉藤 正夫   

生活協同組合ちばコープ 理事長スタッフ(兼)防災担当 水島 重光   

千葉市役所アマチュア無線クラブ 会長 錦織 茂美 代理出席 

 

計 ６７ 名 

※上記のほか、事務局として、川田総合防災課長（司会）、荒井主幹（資料説明）、飯田課長補佐（資料説明） 他５名 



 

４ 議題 

（１）千葉市地域防災計画等について 

（２）第３０回八都県市合同防災訓練千葉市会場について 

（３）その他 

 

５ 議事の概要 

（１）議事に入るまえに、事務局から、変更のあった委員・幹事の委嘱について報告があっ

た。 

 

（２）千葉市地域防災計画等について【議題（１）】 

 （ア）事務局から、千葉市地域防災計画策定等の主な経緯について説明があった。 

（イ）事務局から、千葉市地域防災計画の平成２０年３月版についての説明があった。 

（ウ）事務局から、千葉市地域防災計画修正案（平成２１年度中の策定予定）について説

明があった。 

    修正方針の主な内容は、①計画構成の整理、②水防計画の整理③千葉県地域防災計

画との整合、④地震の被害想定の見直しに関する事項、⑤水防法に関する事項の５

点。 

（エ）事務局から、防災体制の強化、第２次 5 か年計画における総合的な防災体制の整備、

及び八都県市での防災対策の取組みについて説明があった。 

 

（３）第３０回八都県市合同防災訓練千葉市会場について【議題（２）】 

事務局から、平成２１年９月１日の標記防災訓練の概要及び訓練参加機関の提出書

類について説明があった。 

 平成２０年９月１日の第２９回八都県市合同防災訓練の様子について映像で確認

した。 

 

（４）その他 

事務局より千葉市地震ハザードマップについて紹介がされた。 

 

６ 発言要旨 

（１）千葉市地域防災計画等について【議題（１）】 

事務局より地域防災計画修正案について、意

見等の依頼がされた。 

（２）第３０回八都県市合同防災訓練千葉市会場につ

いて【議題（２）】 

（幹事による質疑等なし） 

（３）その他   

（幹事による質疑等なし） 
写真：平成２１年６月３日 防災会議幹事会議 


