
千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会 次第 

 

                     日時：平成２４年１月１９日（木）午後２時から 

                     場所：千葉県庁中庁舎 １０階 大会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  事 

（１）報告事項 

 千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会の経過及び結果について 

 

（２）協議事項 

ア 「千葉県石油コンビナート等防災計画」（平成２３年度修正）素案について 

イ 災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領の見直しに 

ついて 

 

（３）その他 

 

４ 閉  会 



【 配 布 資 料 一 覧 】 

 

① 会議次第 

配布資料一覧 

千葉県石油コンビナート等防災本部本部員名簿 

千葉県石油コンビナート等防災本部幹事名簿 

出席者名簿 

座席表 
 

② 資料１ 千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会の経過及び結果に

ついて 

③ 資料２ 千葉県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果報告書（概要版） 

④ 資料３ 石油コンビナート等特別防災区域における東日本大震災検証結果報告書 

⑤ 資料４ 千葉県石油コンビナート等防災計画（平成２３年度修正）素案の概要 

⑥ 資料５ 千葉県石油コンビナート等防災計画（平成２３年度修正）素案本文 

⑦ 資料６ 千葉県石油コンビナート等防災計画（平成２３年度修正）素案新旧対照表 

 

⑧ 資料７ 災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領の  

見直しについて 

⑨ 資料８ 平成２３年石油コンビナート等特別防災区域における異常現象発生状況 

⑩ 資料９ 今後の石油コンビナート等防災計画修正スケジュールについて 

 

⑪ 参 考 千葉県石油コンビナート等防災本部条例 

千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則 

本部長において処理できる事項 

石油コンビナート等災害防止法(抜粋) 

千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会設置要綱 



統括本部員 千葉県防災危機管理監 岩　舘　和　彦

（平成23年12月 5日現在）

号 氏　　名 〒

1 駒走　博志 330-9726

永山　寛幸 260-8612

守屋　　猛 330-9715

金尾　健司 330-9724

髙橋　章二 260-0024

2 山之上　哲郎 274-8577

3 鎌田　　聡 260-8668

4 石渡　哲彦 260-8667

坂本　森男 〃

小宮　大一郎 〃

川島　貞夫 〃

戸谷　久子 〃

久保　  繁 〃

永妻　能成 〃

小池　幸男 〃

岩舘　和彦 〃

名輪　淑行 262-8512

高梨　国雄 261-8552

5 大久保　博 272-8501

藤代　孝七 273-8501

熊谷　俊人 260-8722

佐久間　隆義 290-8501

出口　　清 299-0292

水越　勇雄 292-8501

鈴木　洋邦 299-1192

6 松崎　秀樹 279-8501

宮本　泰介 275-8601

佐久間　清治 293-8506

7 角来　秀一 272-0021

山﨑　喜一 273-0011

安川　光雄 260-0854

川名　正則 290-0073

花澤　敏夫 299-0261

泉水　義治 292-0834

岡田　典夫 299-1163

山中　　勇 279-0004

古賀　弘德 275-0014

森　　定男 293-0042

8 多田　健一 272-0103

小倉　　滋 260-0835

梶原　二郎 290-8551

藤井　文人 299-0108

吉田　　栄 290-8585

宮本　　忠 299-0267

上原　謙一 299-1141

9 土井　雅彦 288-0001

梁嶋　利道 330-9715

秋山　千里 260-8509

宍倉　朋胤 260-0026

米本　　信 260-0026

関東経済産業局総務企画部長 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048-600-0213
日本赤十字社千葉県支部事務局長 千葉市中央区千葉港5-7 043-241-7531
（社）千葉県医師会理事 千葉市中央区千葉港7-1 043-242-4271
日本放送協会千葉放送局長 千葉市中央区千葉港5-1 043-203-1001

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長 君津市君津１ 0439-20-7421
（君津共同火力㈱君津共同発電所　常務取締役発電所長）

銚子地方気象台長 銚子市川口町2-6431 0479-23-7705

（DIC㈱千葉工場　工場長）

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長 袖ケ浦市中袖2-1 0438-55-5441
（東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦発電所　所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長 市原市千種海岸１ 0436-23-9308
（極東石油工業㈱千葉製油所　執行役員千葉製油所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長 市原市八幡海岸通12 0436-41-4115

（ＪＦＥスチール㈱　専務執行役員東日本製鉄所副所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長 市原市五井海岸5-1 0436-23-1133
（ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所　代表取締役専務製造所長）

京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長 市川市本行徳2554-1 047-396-3131
（ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所　所長）

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長 千葉市中央区川崎町１ 043-262-2345

浦安市消防長 浦安市猫実1-19-22 047-304-0119
習志野市消防長 習志野市鷺沼2-1-43 047-452-1212
富津市消防長 富津市小久保2109 0439-65-0119

袖ケ浦市消防長 袖ケ浦市福王台4-10-7 0438-64-0119
木更津市消防長 木更津市潮見2-8 0438-22-0119
君津市消防長 君津市杢師3-1-25 0439-53-1901

船橋市消防局長 船橋市湊町2-6-10 047-435-1111
千葉市消防局長 千葉市中央区長洲1-2-1 043-202-1665
市原市消防局長 市原市国分寺台中央1-1-1 0436-23-0119

習志野市長 習志野市鷺沼1-1-1 047-451-1151
富津市長 富津市下飯野2443 0439-80-1222
市川市消防局長 市川市八幡1-8-1 047-333-2111

木更津市長 木更津市潮見1-1 0438-23-7094
君津市長 君津市久保2-13-1 0439-56-1457
浦安市長 浦安市猫実1-1-1 047-351-1111

千葉市長 千葉市中央区千葉港1-1 043-245-5111
市原市長 市原市国分寺台中央1-1-1 0436-22-1111
袖ケ浦市長 袖ケ浦市坂戸市場1-1 0438-62-2111

千葉県企業庁長 千葉市美浜区中瀬１-３  幕張テクノガーデンD棟 043-296-8405
市川市長 市川市八幡1-1-1 047-334-1111
船橋市長 船橋市湊町2-10-25 047-436-2032

千葉県農林水産部長 〃 043-223-2800
千葉県県土整備部長 〃 043-223-3100

千葉県水道局長 千葉市花見川区幕張町5-417-24 043-211-8400

千葉県防災危機管理監 〃 043-223-2060

千葉県健康福祉部長 〃 043-223-2600
千葉県環境生活部長 〃 043-223-2679
千葉県商工労働部長 〃 043-223-2700

千葉県総務部長 〃 043-223-2030

千葉県副知事 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2001
千葉県副知事 〃 043-223-2002

千葉海上保安部長 千葉市中央区中央港1-12-2 043-242-7238
陸上自衛隊第1空挺団長 船橋市薬円台3-20-1 047-466-2141
千葉県警察本部長 千葉市中央区長洲1-9-1 043-201-0110

関東東北産業保安監督部長 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048-600-0417

千葉労働局長 千葉市中央区中央4-11-1 043-221-4311

関東地方整備局企画部長 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048-600-1333

048-600-6000

千葉県石油コンビナート等防災本部本部員名簿
本　部　長 千葉県知事 鈴　木　栄　治

電　　話

石災法第28条第4項による本部長職務代理者 千葉県副知事 石　渡　哲　彦

千葉県副知事

住　　　所

坂　本　森　男

本部員　　　50名（本部長含まず）

関東管区警察局広域調整部長 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

機　　　関　　　名



（平成23年12月 5日現在）

号 氏　　名 〒

1 藤井　雅之 330-9726

稲垣　寛孝 260-8612

天野　　揚 330-9715

篠原　邦彦 260-0024

遠藤　和重 263-0016

林　　一馬 260-0024

2 赤嶺　成俊 274-8577

3 坂本　誠 260-8668

豊田　竜介 〃

4 小倉　　明 260-8667

山崎　晋一朗 〃

本多　信行 〃

土屋　直毅 〃

日浦　博昭 〃

矢沢　　裕 〃

山田　　伸 〃

田中　秀明 〃

山崎　英夫 〃

塩野　　健 〃

栗原　秀哉 〃

井口　雄一 〃

石井　清孝 〃

安西　　隆 〃

高橋　裕介 262-8512

滝口　恒夫 261-8552

飯田　宏行 〃

5 佐藤　眞弘 272-8501

狩野　勝儀 273-8501

初芝　泰雄 260-8722

柴田　　孝 290-8501

在原　昌秀 299-0292

小山　秀雄 292-8501

河野　孝夫 299-1192

6 大塚　和則 279-8501

櫻井　健之 275-8601

三富　　薫 293-8506

7 高橋　文夫 272-0021

君塚　彰男 273-0011

千葉　周平 260-0854

初芝　　操 290-0073

小林　　好 299-0261

山中　　裕 292-0834

鈴木　秀実 299-1163

大塚　　等 279-0004

鈴木　春雄 275-0014

高島　弘光 293-0042

8 丸目　修充 272-0103

池田　雅晴 260-0835

古川　勝敏 290-8551

鶴岡　文夫 299-0108

井口　秀行 290-8585

鈴木　　豊 299-0267

小沢　靖夫 299-1141

9 佐々木　　泉 288-0001

渡辺　　豊 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

増田　文仁 260-8509

飯嶋　　平 260-0026

藤本　徳明 260-0026

千葉県副防災危機管理監（防災危機管理課長事務取扱）

千葉県防災危機管理監消防課長

〃

〃

043-223-2174

（社）千葉県医師会事務局長 千葉市中央区千葉港7-1

関東経済産業局総務企画部総務課長 048-600-0213

043-242-4271
日本放送協会千葉放送局放送部長 千葉市中央区千葉港5-1 043-203-1001

日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長 千葉市中央区千葉港5-7 043-241-7531

君津市君津１ 0439-20-7421

ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所　環境安全品質部長 市原市五井海岸5-1 0436-23-1133
極東石油工業㈱千葉製油所　環境安全部長 市原市千種海岸１ 0436-23-9308

銚子地方気象台防災業務課長 銚子市川口町2-6431 0479-23-7705

DIC㈱千葉工場　環境安全品質部長 市原市八幡海岸通12 0436-41-4115
東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦発電所　環境保安ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 袖ケ浦市中袖2-1 0438-55-5441
君津共同火力㈱君津共同発電所　環境・保安グループマネージャー

富津市消防本部予防課長 富津市小久保2109 0439-65-4912
ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所　主事 市川市本行徳2554-1 047-396-3131

JFEｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所（千葉地区）
環境管理部千葉環境・防災室長

千葉市中央区川崎町１ 043-262-2345

君津市消防本部予防課長 君津市杢師3-1-25 0439-53-1904
浦安市消防本部警防課長 浦安市猫実1-19-22 047-304-0144
習志野市消防本部予防課長 習志野市鷺沼2-1-43 047-452-1212

市原市消防局火災予防課長 市原市国分寺台中央1-1-1 0436-23-0119
袖ケ浦市消防本部次長（総務課長事務取扱） 袖ケ浦市福王台4-10-7 0438-64-0119
木更津市消防本部次長（消防総務課長事務取扱） 木更津市潮見2-8 0438-22-0119

市川市消防局警防課長 市川市八幡1-8-1 047-333-2111
船橋市消防局参事（警防課長事務取扱） 船橋市湊町2-6-10 047-435-1111
千葉市消防局予防部指導課長 千葉市中央区長洲1-2-1 043-202-1665

浦安市総務部防災課長 浦安市猫実1-1-1 047-351-1111
習志野市総務部生活安全室安全対策課長 習志野市鷺沼1-1-1 047-451-1151
富津市総務部総務防災課長 富津市下飯野2443 0439-80-1222

袖ケ浦市総務部総務課長 袖ケ浦市坂戸市場1-1 0438-62-2111
木更津市総務部参事（総務行革課長事務取扱） 木更津市潮見1-1 0438-23-7094
君津市総務部危機管理課長 君津市久保2-13-1 0439-56-1475

船橋市市長公室防災課長 船橋市湊町2-10-25 047-436-2032
千葉市総務局市長公室参事兼危機管理課長 千葉市中央区千葉港1-1 043-245-5111
市原市総務部防災課長 市原市国分寺台中央1-1-1 0436-22-1111

千葉県企業庁地域整備部事業調整推進課長 〃 043-296-8172

千葉県企業庁管理・工業用水部施設設備課長 千葉市美浜区中瀬１-３  幕張テクノガーデンD棟 043-296-9218

市川市総務部危機管理課長 市川市八幡1-1-1 047-334-1111

千葉県県土整備部県土整備政策課長 〃 043-223-3163
千葉県県土整備部港湾課長 〃 043-223-3836

千葉県水道局技術部計画課長 千葉市花見川区幕張町5-417-24 043-211-8636

043-223-2720
千葉県商工労働部産業振興課長 〃 043-223-2719
千葉県農林水産部水産局水産課長 〃 043-223-3051
千葉県農林水産部水産局漁業資源課長 〃 043-223-3039

千葉県警察本部地域部参事官兼地域課長 〃 〃
千葉県総務部総務課長 千葉市中央区市場町1-1

043-223-2173

千葉県健康福祉部医療整備課長 〃 043-223-3886
043-223-2027

千葉県健康福祉部薬務課長 〃 043-223-2619
千葉県環境生活部環境政策課長 〃 043-223-4665
千葉県環境生活部大気保全課長 〃 043-223-3824
千葉県環境生活部水質保全課長 〃 043-223-3813
千葉県商工労働部保安課長 〃

千葉海上保安部警備救難課長 千葉市中央区中央港1-12-2 043-242-7238
陸上自衛隊第1空挺団本部第3科長 船橋市薬円台3-20-1 047-466-2141
千葉県警察本部警備部参事官兼警備課長兼災害対策室長 千葉市中央区長洲1-9-1 043-201-0110

関東東北産業保安監督部保安課長 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048-600-0417
千葉港湾事務所長 千葉市中央区中央港1-11-2 043-243-9172
千葉国道事務所長 千葉市稲毛区天台5-27-1 043-287-0311

関東管区警察局広域調整部災害対策官 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048-600-6000

千葉県石油コンビナート等防災本部幹事名簿

幹事　　　58名

機　　　関　　　名 住　　　所 電　　話

千葉労働局労働基準部健康安全課長 千葉市中央区中央4-11-1 043-221-4312



（平成24年1月19日）

号 出欠

氏　　名

1 藤井　雅之 （欠席）

稲垣　寛孝 （欠席）

天野　　揚 代理出席

篠原　邦彦 代理出席

遠藤　和重 代理出席

林　　一馬 出席

2 赤嶺　成俊 （欠席）

3 坂本　誠 出席

豊田　竜介 代理出席

4 小倉　　明 代理出席

山崎　晋一朗 代理出席

本多　信行 代理出席

土屋　直毅 代理出席

日浦　博昭 代理出席

矢沢　　裕 代理出席

山田　　伸 代理出席

田中　秀明 出席

山崎　英夫 代理出席

塩野　　健 代理出席

栗原　秀哉 出席

井口　雄一 出席

石井　清孝 出席

安西　　隆 出席

高橋　裕介 代理出席

滝口　恒夫 出席

飯田　宏行 代理出席

5 佐藤　眞弘 代理出席

狩野　勝儀 代理出席

初芝　泰雄 代理出席

柴田　　孝 出席

在原　昌秀 代理出席

小山　秀雄 （欠席）

河野　孝夫 代理出席

6 大塚　和則 （欠席）

櫻井　健之 （欠席）

三富　　薫 代理出席

7 高橋　文夫 代理出席

君塚　彰男 代理出席

千葉　周平 出席

初芝　　操 出席

小林　　好 出席

山中　　裕 代理出席

鈴木　秀実 代理出席

大塚　　等 出席

鈴木　春雄 出席

高島　弘光 出席

8 丸目　修充 出席

池田　雅晴 出席

古川　勝敏 出席

鶴岡　文夫 代理出席

井口　秀行 出席

鈴木　　豊 出席

小沢　靖夫 代理出席

9 佐々木　　泉 出席

渡辺　　豊 （欠席）

増田　文仁 出席

飯嶋　　平 （欠席）

藤本　徳明 （欠席）

千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会　出席者名簿

幹事　　　58名

幹　　事 代理出席者

機　　　関　　　名 職 氏名

関東東北産業保安監督部保安課長 課長補佐 炭竈　弘司
千葉港湾事務所長 保全課長 三浦　孝一

関東管区警察局広域調整部災害対策官

千葉労働局労働基準部健康安全課長

陸上自衛隊第1空挺団本部第3科長

千葉県警察本部警備部参事官兼警備課長兼災害対策室長

千葉国道事務所長 専門員 齊藤　親
千葉海上保安部警備救難課長

千葉県健康福祉部医療整備課長 医療整備課主査 吉村　武志
千葉県健康福祉部薬務課長 薬務課技師 佐竹　みさき

千葉県警察本部地域部参事官兼地域課長 地域課企画第一補佐 忍　浩寿
千葉県総務部総務課長 総務課副主幹 石井　健司

千葉県環境生活部水質保全課長 副技監 生駒　昌弘
千葉県商工労働部保安課長 保安課保安対策室主幹 黒川　明彦

千葉県環境生活部環境政策課長 副課長 飯田　昌久
千葉県環境生活部大気保全課長 副技監 山本　洋治

千葉県農林水産部水産局漁業資源課長 漁業資源課主任技師 宮部　多寿
千葉県県土整備部県土整備政策課長

千葉県商工労働部産業振興課長

千葉県農林水産部水産局水産課長 水産課主査 宮嶋　義行

千葉県防災危機管理監消防課長

千葉県水道局技術部計画課長 計画課危機管理対策室長 上釜　久義

千葉県県土整備部港湾課長

千葉県副防災危機管理監（防災危機管理課長事務取扱）

市川市総務部危機管理課長 危機管理課主任 土屋　昌之
船橋市市長公室防災課長 防災課主査 松本　昇一

千葉県企業庁管理・工業用水部施設設備課長

千葉県企業庁地域整備部事業調整推進課長 副主幹 大林　大

袖ケ浦市総務部総務課長 総務課主査 原　隆雄
木更津市総務部参事（総務行革課長事務取扱）

千葉市総務局市長公室参事兼危機管理課長 課長補佐 鴻崎　豊宏
市原市総務部防災課長

習志野市総務部生活安全室安全対策課長

富津市総務部総務防災課長 総務防災課主幹 在原　政司

君津市総務部危機管理課長 危機管理課副主査 石原　誠
浦安市総務部防災課長

千葉市消防局予防部指導課長

市原市消防局火災予防課長

市川市消防局警防課長 副主幹警防司令 近田　直人
船橋市消防局参事（警防課長事務取扱） 警防課主査 吉田　茂

君津市消防本部予防課長 予防課危険物係長 横倉　秀樹
浦安市消防本部警防課長

袖ケ浦市消防本部次長（総務課長事務取扱）

木更津市消防本部次長（消防総務課長事務取扱） 消防総務課主幹 渡辺　賢一

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所　主事

JFEｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所（千葉地区）
環境管理部千葉環境・防災室長

習志野市消防本部予防課長

富津市消防本部予防課長

DIC㈱千葉工場　環境安全品質部長

東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦発電所　環境保安ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所　環境安全品質部長

極東石油工業㈱千葉製油所　環境安全部長 環境安全部係長技師 大津　弘美

関東経済産業局総務企画部総務課長

日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長

君津共同火力㈱君津共同発電所　環境・保安グループマネージャー 環境・保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 竹内　唯男
銚子地方気象台防災業務課長

（社）千葉県医師会事務局長

日本放送協会千葉放送局放送部長




