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荒川下流域を対象としたタイムライン（事前防災行動計画）専門部会（第２回） 

 

１ 日時：平成 29 年５月９日（火）13：30～14：30 

 

２ 場所：文京シビックホール ２６階スカイホール 

 

３ 出席者：別紙「出席者名簿」のとおり 

 

４ 議題 

（１）専門部会規約について 

（２）荒川下流域を対象としたタイムライン（拡大試行版）（案）について 

   ・試行版からの改訂のポイント（事務局） 

   ・拡大試行版の運用について（事務局） 

・ブロック検討会での検討状況について 

（３）今後の予定 

 

５ 議事概要 

（１）専門部会規約について 

・専門部会規約について説明の後、足立区より「危機管理室」を「危機管理部」へ変

更、東日本旅客鉄道株式会社より「大宮支社 総務部」の追加に加え、「千葉支社 

総務部」の追加について申し出があった。事務局において本日の申し出内容の反映

することを条件として、規約（案）から（案）を取ること、平成 29 年５月９日よ

り施行することが了承された。 

 

（２）荒川下流域を対象としたタイムライン（拡大試行版）（案）について 

 ・試行版からの改訂のポイントについて説明（荒川下流河川事務所） 

 ・拡大試行版の運用について説明（荒川下流河川事務所） 

・ブロック検討会での検討状況について説明（川口市、江戸川区、板橋区、荒川区） 

 ・アドバイザー松尾様よりコメントをいただいた。 

 

（３）今後の予定 

・今後の予定について説明（荒川下流河川事務所） 

・アドバイザー関様よりコメントをいただいた。 

 

［主な意見］ 

○区としての公表に関連して、タイムライン公表前に連絡をいただきたい。 

○公表に向け、記載している文言について、慎重に精査しておくことが望まれる。 
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○松尾様コメント概要： 

タイムラインは作るだけでなく、試行運用を重ね、道具として使えるものにしてい

くこと、かつ、顔の見える関係の中で試行することが重要である。その中で、広域

避難の課題についても、各機関が連携し実践的なタイムラインの検討が望まれる。

更に、住民を巻き込み、理解を得ながら進めることが重要である。川が溢れたらど

んな被害が起こるか、住民がリスクを正確に認知し理解することが、タイムライン

を横展開し、拡げて行くことに繋がる。また、一早い情報共有や、要配慮者の取組

も含めて、更なる検討をお願いしたい。 

○関様コメント概要： 

日本の防災・減災は、想定外が当たり前だった。タイムラインの検討は、災害時に

何が起こるか、何が出来るか、何が出来ないかを共有し、そこで誰が何を対応でき

るかを検討した、初めての取組ではないか。前回に引き続き、非常に具体的で現実

的で深みが出てきた。ただし、計画は作ったら終わりではない。特にタイムライン

は関係機関の連携が重要である。また、公表に際しては、計画の前提を明らかにし

た上で進められるとよいと考える。運用にあたって住民の理解を得ることも重要で

あることから、公表前に位置づけを整理されると良い。今後も、ともに議論を深め、

よりよい成果に向け協働していきたい。 



No 機関名 部・課・係等 職名 氏名 備考

1 東京都 総務局　総合防災部　防災対策課 統括課長代理 金杉　裕之

2 東京都 建設局　河川部　防災課　防災担当 課長代理 山田　宰永

3 東京都 交通局　総務部　安全対策推進課 課長 酒井　和則

4 千代田区 政策経営部　災害対策・危機管理課 課長 山﨑　崇

5 中央区 総務部　危機管理課 課長 俣野　修一

6 中央区 環境土木部　環境政策課　土木計画調整係 係長 青木　勉 代理

7 港区 防災危機管理室　防災課 係長 伊藤　修治 代理

8 文京区 総務部　防災課 課長 橋本　淳一

9 台東区 総務部　危機・災害対策課 主任主事 敷村　和也 代理

10 台東区 都市づくり部　道路管理課 主任主事 土屋　貴裕 代理

11 墨田区 都市整備部　都市整備課 課長 天海　晴彦

12 墨田区 都市計画部　危機管理担当　防災課 課長 菅原　幸弘

13 江東区 総務部　防災課 課長 大塚　尚史

14 北区 危機管理室　防災課 課長 伊藤　元司

15 北区 土木部　道路公園課 課長 佐野　正徳

16 荒川区 区民生活部　防災課　防災管理係 防災管理係長 成瀬　慶亮 代理

17 板橋区　 危機管理室　防災危機管理課 課長 川口　隆尋

18 板橋区　 土木部計画課 課長 義本　昌一

19 足立区 危機管理部　災害対策課 課長 八鍬　一生

20 葛飾区 地域推進部　防災課 主事 大田　聖家 代理

21 江戸川区 危機管理室　防災危機管理課 課長 高橋　博幸

22 江戸川区 土木部　計画調整課　調整係 係長 長谷川　浩一 代理

23 川口市 危機管理部　防災課 副主幹 髙橋　伸行

24 蕨市 市民生活部　安全安心推進課 係長 中村　亮一 代理

25 戸田市 危機管理防災課 課長 熊木　智洋

26 東京地下鉄株式会社 鉄道本部　安全・技術部　防災担当 課長 町田　武士

27 東日本旅客鉄道株式会社　東京支社 総務部　安全企画室　防火防災Ｇ 副課長 風間　剛

28 東武鉄道株式会社 鉄道事業本部　安全推進部 課長補佐 長　秀明

29 京成電鉄株式会社 鉄道本部計画管理部安全推進担当 課長 小池　謙治

30 首都圏新都市鉄道株式会社 安全総括部　企画調整課 課長補佐 篠田　雅彦

31 埼玉高速鉄道株式会社 鉄道統括部　安全管理課 安全管理課長 小沢　英幸

32 東京電力パワーグリッド株式会社　東京総支社 企画総括グループ ― 竹森　正人

33 NTT東日本－南関東 東京事業部　災害対策室 課長 上田　一郎

34 東京都立板橋特別支援学校 副校長 柳澤　順子

35 内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付 参事官補佐 多田　直人

36 東京管区気象台 総務部　業務課 防災調整官 五味 孝夫 代理

38 熊谷地方気象台 防災管理官 中林　孝行

39 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 防災情報課 建設専門官 飯田　久典

40 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 事務所長 中須賀　淳

＜アドバイザー＞

No 機関名 部・課・係等 職名 氏名

41 京都大学 客員教授 関　克己

環境防災総合政策研究機構環境・防災研究所 副所長

東京大学大学院情情報学還　総合防災情報研究センター 客員教授

＜オブザーバー＞

No 機関名 部・課・係等 職名 氏名

43 警視庁 警備部　災害対策課 山　達郎

44 東京消防庁 警防部　特殊災害課　特殊災害係 課長補佐兼特殊災害係長 高橋　祐司

45 国土交通省 関東運輸局 総務部 安全防災・危機管理課 係長 宿谷　幸利

＜事務局＞

No 機関名 部・課・係等 職名 氏名

46 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 総括地域防災調整官 佐藤　務

47 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 地域防災調整官、防災企画室長 齊藤　正芳

48 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 防災企画室 専門官 越智　倫弘

49 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 防災企画室 総合治水係長 小峰　正

第２回荒川下流域を対象としたタイムライン（事前防災行動計画）専門部会　出席者名簿

42 松尾　一郎

日時：平成29年5月9日(火)　13:30～　
場所：文京シビックホール　26階スカイホール


