
平成 28年度第 1回中野区国民保護協議会・同幹事会議事録 

１ 開催日時  平成 28年 4月 28日（木） 11時 00分～11時 20分 

２ 開催場所  中野区役所 ７階 第 9・10会議室 

３ 出席委員・幹事 

⑴ 委員  25名（別添え 1のとおり） 

⑵ 幹事  22名（別添え 2のとおり） 

４ 次第 

⑴ 開会

会長挨拶、配布資料の確認、委員・幹事の紹介

⑵ 議題

パブリック・コメント手続結果について

中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）の決定について

⑶ その他

５ 議事録 

⑴ 開会（11時）

○事務局（災害対策担当）

定刻になりましたので、ただ今より開会させて頂きたいと思います。 

防災関係機関の皆様におかれましては、日頃より、地域の防災、安全対策にご尽力頂きあ

りがとうございます。 

平成 21 年 2 月に改定された中野区国民保護計画について、平成 26 年 5 月変更の国の「国

民の保護に関する基本指針」や、平成 27年 3月変更の東京都国民保護計画において変更され

た点を反映させた改定案を、平成 27年 12月 15日に開催された国民保護協議会においてご審

議いただいたところです。 

この度、改定案に係るパブリック・コメント手続の結果を報告するとともに、改定案につ

いて決定することといたしまして、本協議会及び同幹事会を開催することとなりました。 

私は、事務局を務めさせていただきます、中野区都市基盤部災害対策担当 増渕と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

なお、今回は、国民保護協議会及び幹事会の同時開催とさせていただきますのでご承知お

きください。 

では、開会にあたりまして、区長より一言ご挨拶申し上げます。 

○会長（区長）

皆さま、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 



    今回、中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）を審議いただく協議会を開催させてい

ただきました。この計画については、先日の熊本の地震があったように、中野区においても

国民の生命・財産・身体を守っていくうえで大変重要なものであると考えておりますので、

皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

  ○事務局（災害対策担当） 

    では、議事を進める前に、新たに委員、幹事になられた方の委嘱を行います。 

新たに委員になられた方は、 

 

東京都下水道局西部第一下水道事務所長  後藤 様 

東京消防庁第四消防方面本部長      佐々木 様 

東京消防庁中野消防署長    加藤 様 

東京消防庁野方消防署長    宮川（ミヤカワ）様 

陸上自衛隊第１普通科連隊第４中隊長  新井 様 

日本郵便株式会社中野郵便局長   松野 様 

日本郵便株式会社中野北郵便局長   河野（コウノ）様 

東京ガス株式会社中央支店長   松戸 様 

西武鉄道株式会社上石神井駅管区長  蜂木（ハチキ）様 

社会福祉法人中野区社会福祉協議会常務理事 長田（オサダ）様  

 

以上 10 名の方です。 

 

次に、新たに幹事になられた方は、 

 

東京都第三建設事務所副所長     佐野 様 

東京都下水道局西部第一下水道事務所庶務課統括課長代理  玉本 様 

警視庁中野警察署交通課長     山下 様 

東京消防庁野方消防署 警防課長    佐々木様 

日本郵便株式会社中野郵便局 総務部長   平沼 様 

日本郵便株式会社中野北郵便局総務部長    佐藤 様 

東京地下鉄株式会社中野坂上駅首席助役    橋本 様 

中野区健康福祉部副参事（福祉推進担当）    石濱 様 

中野区都市基盤部副参事（道路・公園管理担当）   高橋 様 

中野区立小学校校長会 会長     髙橋 様 

以上 10 名の方です。 

新たに委員、幹事になられた方につきましては、本日席上に委嘱状を置かせていただいて

おりますので、ご了承ください。 

 



つづいて、配布資料の確認をさせて頂きます。 

  

（配布資料確認） 

  

ありがとうございました。 

 

なお、「中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）」の本冊は、前回お示しした改定案

と同内容ですので、配布を省略させていただきました。 

本冊は、今回の決定後に冊子として製本したものを送付させていただく予定です。 

また、新たに委員及び幹事となられました方がいらっしゃいますので、資料４及び資料５

の新旧対照表を配布してあります。 

 

 ⑵ 議題 

  ○会長（区長） 

それでは、次第に沿って議題を進めて参ります。 

はじめに、前回の協議会で審議いただきました「中野区国民保護計画（平成２７年度改定

案）」について、パブリック・コメント手続きを実施しました。その結果について、事務局

から説明をお願いします。 

 

  ○事務局（防災・都市安全担当副参事） 

    資料３による説明 

 

  ○会長（区長） 

たただいま説明のあった「パブリック・コメント手続結果」について、ご意見ご質問等ござ

いましたら、お手数ですが挙手をお願いいたします。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、特に無いようですので、次の議題に進みます。 

これまでの審議内容及びパブリック・コメント手続結果を踏まえ、本協議会では、前回お示

しした改定案を「中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）」として決定としたいと考えて

おりますが、よろしいでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、そのようにさせていただきます。 

 

 ⑶ その他 



○会長（区長）

本日予定していた議題は以上になります。 

最後に事務局から事務連絡等ありますか。 

○事務局（防災・都市安全担当副参事）

今後、決定された「中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）」について、議会へ報告す

る予定です。 

「中野区国民保護計画（平成２８年４月改定）」の本冊については、製本した冊子を皆様へ

後日送付いたします。 

また、今回から任命された委員及び幹事の皆様を含め、委員及び幹事の任期は５月２４日ま

でとなっております。後日あらためて任命の手続を進めさせていただきますので、その際はご

連絡を差し上げます。 

事務連絡は以上です。 

○会長（区長）

その他に、各機関から報告事項等ございましたらお願いします。 

（報告事項等なし） 

それでは、以上をもちまして、本日の中野区国民保護協議会は閉会といたします。 

ありがとうございました。 

以上 



区  分 国民保護法の根拠 員 数 委　　員　　職　　名 委 員 氏 名 出欠 代理出席者等

自衛隊 自衛隊に所属する者 1

（法第40条4項2号関連）

都の職員 都道府県の職員 10 警視庁第四方面本部長 吉田　宏彦 代理出席 藤野　新一

（法第40条4項3号関連） 警視庁中野警察署長 大八木　清高 欠席

警視庁野方警察署長 有川　哲哉 欠席

中野消防団長 瀧田　良德 出席

野方消防団長 鈴木　正明 出席

東京都第三建設事務所長 新谷　景一 欠席

東京都水道局中野営業所長 冨田　宣秀 欠席

東京都下水道局西部第一下水道事務所長 後藤　徹也 出席

東京都交通局小滝橋自動車営業所長 小川　親吾 欠席

東京都交通局都庁前駅務管区長 安達　武司 欠席

副市町村長 市町村の副市町村長 1 副区長 川崎　亨

（法第40条4項4号関連）

教育委員会の教育長、 4 教育長 田辺　裕子 出席

消防長等 東京消防庁第四消防方面本部長 佐々木　直人 出席

（法第40条4項5号関連） 東京消防庁中野消防署長 加藤　俊之 出席

東京消防庁野方消防署長 宮川　克広 出席

区の職員 市町村の職員 4 経営室長 篠原　文彦 欠席

地域支えあい推進室長 野村　建樹 出席

（法第40条4項6号関連） 健康福祉部長 瀬田　敏幸 出席

都市基盤部長 尾﨑　孝 出席

指定公共機関又は指定 12 日本郵便㈱中野郵便局長 松野　保正 出席

地方公共機関の役員又 日本郵便㈱中野北郵便局長 河野　雅昭 出席

は職員 東日本電信電話㈱東京北支店支店長 神谷　直応 出席

（法第40条4項7号関連） 東京電力パワーグリッド㈱荻窪支社長 丸茂　功一 代理出席 佐藤　久美子

東京ガス㈱中央支店支店長 松戸　満香 欠席

中野区医師会理事 横畠　徳行 代理出席 荒田　史朗

（社）東京都中野区歯科医師会理事 竹村　真 出席

（社）中野区薬剤師会副会長 秋葉　良三 欠席

東日本旅客鉄道㈱中野駅長 飯塚　晃 欠席

東京地下鉄㈱新宿駅務管区中野坂上地域区長 押野　文一 欠席

西武鉄道㈱上石神井駅管区長 蜂木　清文 出席

社団法人東京都トラック協会中野支部長 萩原　修司 出席

学識経験者 国民の保護のための措置 8 中野区町会連合会会長 吉成　武男 欠席

に関し知識又は経験を有す 社会福祉法人中野区社会福祉協議会常務理事 長田　久雄 出席

る者 東京商工会議所中野支部事務局長 菊池　圭二 欠席

（法第40条4項8号関連） 中野区赤十字奉仕団委員長 高橋　弘光 出席

㈱ジェイコム中野代表取締役社長 内藤　一彦 代理出席 佐藤　雅広

中野区法曹会役員 金丸　精孝 出席

公益社団法人東京都柔道整復師会中野支部長 河野　凉一 欠席

京王バス東㈱中野営業所所長 宮﨑　良雄 代理出席 佐藤　俊之

合　　　　　計
40

25

平成２８年度第１回中野区国民保護協議会委員出欠表

会長　　中野区長　　田　中　大　輔

教育委員会の教育長等

指定公共機関、指定地方公
共機関

出席第１普通科連隊第４中隊長 新井　直樹

欠席



区　　分 員 数 幹　　事　　職　　名 幹 事 氏 名 出欠 代理出席者等

都の職員 14 警視庁第四方面本部管理官 櫻田　隆 出席

警視庁中野警察署交通課長 山下　清二 出席

警視庁中野警察署警備課長 松山　直親 出席

警視庁中野警察署警備課警備係長 谷田部　忠 出席

警視庁野方警察署交通官 伊藤　寿彦 欠席

警視庁野方警察署警備課長 大谷　英之 出席 山口　弘

警視庁野方警察署警備課警備係長 栁下　和夫 出席

東京都第三建設事務所副所長兼庶務課長 佐野　正佳 出席

東京都水道局中野営業所統括課長代理（営業担当）嶋村　真 出席

東京都下水道局西部第一下水道事務所庶務課統括玉本　博一 欠席

東京都交通局小滝橋自動車営業所副所長 阿瀬知　浩 欠席

東京都交通局都庁前駅務管区副管区長 真貝　健二 出席

中野区立小学校校長会会長 髙橋　俊之 欠席

中野区立中学校校長会会長 弓田　豊 代理出席 緑野中学校　田代　雅規

教育委員会の教育長等 4 東京消防庁中野消防署警防課長 市川　哲也 出席

東京消防庁中野消防署警防課防災安全係長 阿部　泰之 出席

東京消防庁野方消防署警防課長 佐々木　利明 出席

東京消防庁野方消防署警防課防災安全係長 瀬喜　秀雄 出席

区の職員 9 経営室危機管理担当部長 小田原　弦 出席

経営室副参事（経営担当） 朝井　めぐみ 欠席

経営室副参事（行政監理担当） 田中　謙一 出席

地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当） 高橋　昭彦 欠席

教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当） 辻本　将紀 欠席

健康福祉部副参事（福祉推進担当） 石濱　照子 欠席

都市基盤部副参事（道路・公園管理担当） 高橋　均 出席

都市基盤部副参事（防災・都市安全担当） 鈴木　崇 出席

都市基盤部副参事（生活安全・交通対策担当） 伊東　知秀 出席

指定公共機関及び 9 日本郵便㈱中野郵便局総務部長 平沼　英紀 出席

　指定地方公共機関 日本郵便㈱中野北郵便局総務部長 佐藤　法久 出席

㈱ＮＴＴ東日本-南関東
東京事業部東京北支店設備部門長

平井　光太郎 欠席

東京電力パワーグリッド㈱地域渉外担当課長 高野　哲 欠席

東京ガス㈱中央支店地域広報課長 田辺　謙二 出席

東日本旅客鉄道㈱中野駅副駅長 小辻　達朗 欠席

東京地下鉄㈱中野坂上駅首席助役 橋本　幸治 欠席

西武鉄道㈱上石神井駅管区副管区長 渡辺　稔 欠席

（社）東京都トラック協会中野支部副支部長 中根　俊幸 欠席

合　　計 36
22

平成２８年度第１回中野区国民保護協議会幹事出欠表




