
千葉市防災会議委員及び幹事名簿

会長    千葉市長   神谷　俊一 令和3年7月時点

委　員 幹　事

No 条例第３条第５項の区分 機関名 職名 職名

1 関東財務局千葉財務事務所 所長 総務課長
2 関東農政局千葉県拠点 地方参事官 総括農政推進官
3 関東運輸局千葉運輸支局 支局長 首席運輸企画専門官
4 第三管区海上保安本部千葉海上保安部 千葉海上保安部長 警備救難課長
5 銚子地方気象台 次長 防災管理官
6 関東地方整備局千葉国道事務所 所長 防災情報課長
7 千葉労働基準監督署 署長 副署長
8 千葉県防災危機管理部 次長 防災政策課長
9 千葉県千葉土木事務所 所長 調整課長
10 千葉県千葉港湾事務所 所長 施設管理課長
11 千葉県企業局千葉水道事務所 所長 施設管理課長

0 千葉西支所　施設管理課長
12 千葉市警察部長 千葉市警察部総務課長
13 千葉中央警察署長 千葉中央警察署警備課長
14 千葉東警察署長 千葉東警察署警備課長
15 千葉西警察署長 千葉西警察署警備課長
16 千葉南警察署長 千葉南警察署警備課長
17 千葉北警察署長 千葉北警察署警備課長
18 副市長 0
19 副市長 危機管理監
20 総務局長 総務課長
21 総合政策局長 政策企画課長
22 財政局長 資金課長
23 市民局長 市民総務課長
24 保健福祉局長 保健福祉総務課長
25 こども未来局長 こども企画課長
26 環境局長 環境総務課長
27 経済農政局長 経済企画課長
28 都市局長 都市総務課長
29 建設局長 建設総務課長
30 水道局長 水道総務課長
31 病院事業管理者 経営企画課長
32 会計管理者 会計室長
33 中央区長 中央区副区長
34 花見川区長 花見川区副区長
35 稲毛区長 稲毛区副区長
36 若葉区長 若葉区副区長
37 緑区長 緑区副区長
38 美浜区長 美浜区副区長
39 【教育長】（５号委員） 千葉市教育委員会 教育長 教育総務部総務課長
40 千葉市消防局 消防局長 警防課長
41 千葉市消防団 団長 市消防局総務部総務課長
42 日本郵便株式会社千葉中央郵便局 千葉中央郵便局長 総務部長
43 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社 千葉地区指導センター所長 千葉保線技術センター所長
44 東日本電信電話株式会社 千葉事業部 千葉支店長 千葉災害対策室長
45 日本赤十字社千葉県支部 事務局長 事業部長（兼）救護福祉課長
46 日本放送協会千葉放送局 局長 放送部長
47 日本通運株式会社千葉中央事業所 所長 営業課長
48 東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社 副総支社長 渉外担当部長
49 東京ガス株式会社千葉支社 支社長 副支社長
50 大多喜ガス株式会社供給部千葉事業所 所長 リーダー
51 東日本高速道路㈱関東支社千葉管理事務所 所長 工務担当課長
52 京成電鉄株式会社 京成千葉駅長 京成千葉駅助役
53 千葉都市モノレール株式会社 専務取締役 総務部長
54 一般社団法人千葉県トラック協会 専務理事 事務局長
55 一般社団法人千葉県バス協会 専務理事 事務局長
56 千葉テレビ放送株式会社 取締役　報道局長 総務部長
57 株式会社ベイエフエム 技術局長 技術課長
58 一般社団法人千葉県ＬＰガス協会 会長 千葉支部長
59 公益社団法人千葉県看護協会 専務理事 千葉地区部会長
60 自主防災組織　宮園防災会 会長 市 防災対策課啓発・訓練担当課長
61 国立大学法人千葉大学 名誉教授 市 危機管理課長
62 淑徳大学　総合福祉学部 准教授 市 危機管理課長
63 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 常務理事 地域福祉推進課長
64 災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会千葉市ＳＬﾈｯﾄﾜｰｸ 代表 市 危機管理課長
65 一般社団法人千葉市医師会 副会長 副会長
66 陸上自衛隊高射学校 陸上自衛隊高射教導隊本部管理中隊長 陸上自衛隊高射教導本部管理中隊長 副中隊長
67 千葉市町内自治会連絡協議会 会員 市 市民自治推進課長
68 千葉商工会議所 常務理事 総務部長
69 一般社団法人千葉市歯科医師会 会長 専務理事
70 一般社団法人千葉市薬剤師会 理事 副会長
71 一般社団法人千葉市建設業協会 防災担当副会長 防災担当部会長
72 千葉市女性団体連絡会 会長 事務局長

No 条例第４条 機関名 職名 部会名

1 学識経験者 早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員

2 学識経験者 公益財団法人千葉市国際交流協会 主任主事

3 市の職員 千葉市市民局生活文化スポーツ部 男女共同参画課長

4 学識経験者 明治大学理工学部建築学科 教授

5 学識経験者 千城台旭小学校避難所運営委員会 委員長

6 学識経験者 鎌取コミュニティセンター避難所運営委員会 委員長

防災・減災対策検討部会

【消防長及び消防団長】
（６号委員）

【指定公共機関】
【指定地方公共機関】
（７号委員）

【自主防災組織構成者・
学識経験者】
（８号委員）

【市長が必要と認めるもの】
（９号委員）

防            災            会            議            専　　　　門　　　　委            員

男女共同参画の視点を取り入れる部会

【市長の部内の職員】
（４号委員）

千葉市

区分・機関

【指定地方行政機関の職員】
（１号委員）

【千葉県知事の部内の職員】
（２号委員）

【千葉県警察官】
（３号委員）

千葉県警察


