
青葉区災害対策連絡協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 青葉区内における災害発生の予防、発生後の応急対策、復旧対策及び

 被害の拡大防止を目的として、青葉区災害対策連絡協議会（以下「協議会」

 という。）を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各項について協議し、当

該業務の推進を図るものとする。 

（１） 青葉区における地域防災計画に関すること 

（２） 青葉区民、行政機関及び関係諸団体の相互協力に関すること 

（３） 緊急時における情報の収集、伝達その他の応急対策に関すること 

（４） 地域防災拠点に関すること 

（５） 防災意識の高揚及び防災知識の普及に関すること 

（６） 防災訓練の実施に関すること 

（７） その他、協議会において必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別紙１に掲げる行政機関及び関係諸団体から選任された委

員をもって組織する。 

 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会 長  青葉区長 

（２） 副会長  青葉区連合自治会長会会長、青葉警察署長、青葉消防署長、

        及び青葉区副区長 

（３） 常任委員 青葉土木事務所長、青葉区福祉保健センター長、青葉区福

祉保健センター担当部長及び協議会委員の中から会長が選任

する者 

 

（常任協議会） 

第５条 協議会に常任協議会を置く。 

２ 常任協議会は、前条に規定する役員により構成する。 

 

（顧問） 

第６条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が委嘱する。 

 

（職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指

名した者がその職務を代行する。 



３ 顧問は、協議会の求めに応じて必要な助言を行う。 

 

（会議） 

第８条 協議会は、第２条に掲げる所管事項で特に重要な案件（青葉区防災計

画の大幅な修正や九都県市合同防災訓練の中央会場となるような訓練等）を

協議するため、会長が招集し全ての委員が出席する。 

２ 常任協議会は、前項に掲げる事項以外の第２条に掲げる所管事項を協議す

るため、会長が招集する。また、会長は常任協議会の協議事項について、全

ての委員に対して情報提供を行う。 

３ 会長は、本条で定める会議の議長となる。 

 

（部会） 

第９条 協議会に次の部会を置く。 

（１） 地域防災計画策定部会 

（２） 防災訓練部会 

（３） その他、会長が必要と認める部会 

２ 部会の構成員は、協議会委員の中から会長が定める。 

 

（事務局） 

第10条 協議会の事務局は、青葉区役所総務課内に置く。 

 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項につ 

いては、会長が定める。 

 

 

付則 

この要綱は、平成７年５月15日から施行する。 

 

付則 

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。 

 

付則 

この要綱は、平成30年１月５日から施行する。 

 



区分 事業所名 区分 事業所名

1 青葉区役所 55 國學院大学　たまプラーザキャンパス

2 青葉警察署 56 星槎大学

3 青葉消防署 57 横浜美術大学

4 青葉土木事務所 58 桐蔭横浜大学

5 資源循環局青葉事務所 59 日本体育大学  横浜・健志台キャンパス

6 資源循環局北部事務所 60 玉川大学

7 水道局給水サービス部青葉水道事務所 61 山内図書館

8 環境創造局都筑水再生センター 62 横浜市くろがね青少年野外活動センター

9 環境創造局下水道建設事務所 63 （福）こどもの国協会

10 環境創造局北部農政事務所 64 青葉区医師会

11 交通局あざみ野管区駅 65 青葉区歯科医師会

12 横浜地方法務局青葉出張所 66 青葉区薬剤師会

13 緑税務署 67 青葉区柔整医師会

14 神奈川県緑県税事務所 68 青葉区獣医師会

15 神奈川県横浜川崎治水事務所 69 青葉区保健活動推進員会

16 郵便事業株式会社　青葉支店 70 横浜総合病院

17 国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所 71 昭和大学藤が丘病院

18 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局 72 あおばウィメンズホスピタル

19 青葉区連合自治会長会 73 江田記念病院

20 中里連合自治会 74 たちばな台病院

21 中里北部連合町内会 75 緑協和病院

22 市ケ尾連合自治会 76 青葉さわい病院

23 上谷本連合町内会 77 横浜新都市脳神経外科病院

24 谷本連合自治会 78 市ケ尾カリヨン病院

25 恩田連合自治会 79 イッツ・コミュニケーションズ(株)

26 青葉台連合自治会長会 80 ㈱ジェイコムイースト町田・川崎局

27 奈良町連合自治会 81 神奈川新聞社

28 奈良北団地連合自治会 82 朝日新聞社田園都市支局

29 山内連合自治会 83 読売新聞社田園都市支局

30 荏田連合自治会 84 株式会社テレビ神奈川

31 新荏田連合自治会 85 株式会社ｱｰﾙ・ｴﾌ・ﾗｼﾞｵ日本

32 荏田西連合自治会 86 横浜ｴﾌｴﾑ放送株式会社

33 すすき野連合自治会 87 株式会社緑山スタジオ・シティ

34 美しが丘連合自治会 88 東京電力パワーグリッド株式会社鶴見支社

35 青葉消防団 89 東京ガス株式会社　横浜支店

36 青葉火災予防協会 90 東日本電信電話株式会社神奈川事業部災害対策室

37 青葉防犯協会 91 神奈川県石油商業組合緑支部

38 青葉事業所防犯協会 92 神奈川県エルピーガス協会横浜北支部

39 青葉交通安全協会 93 横浜市管工業協同組合

40 地域防災拠点運営委員会連絡協議会 94 横浜建設業協会青葉区会

41 青葉区災害ボランティア連絡会 95 青葉土木安全協議会

42 アマチュア無線非常通信協力会青葉区支部 96 横浜市建築士事務所協会青葉支部

43 横浜防災ライセンス青葉連絡会 97 神奈川県トラック協会横浜北地区支部

44 青葉区社会福祉協議会 98 東京急行電鉄㈱あざみ野駅

45 青葉区民生委員児童委員協議会 99 東急バス㈱青葉台営業所

46 日本赤十字社　青葉区地区委員会 100 青葉区食品衛生協会

47 青葉区老人クラブ連合会 101 東急百貨店たまプラーザ店

48 青葉区ＰＴＡ連絡協議会 102 たまプラーザ テラス

49 青葉区公立保育園長会 103 生活協同組合コープかながわハーモス荏田

50 青葉区保育園（私立園長代表） 104 青葉区商店街連合会

51 横浜市幼稚園協会青葉支部 105 緑法人会

52 青葉区小学校長会 106 社団法人横浜北工業会

53 青葉区中学校長会 107 横浜商工会議所みどり支部　

54 市ケ尾高校（区内県立高校代表） 108 横浜農業協同組合　中里支店

青葉区災害対策連絡協議会委員名簿

自
治
会
・
町
内
会

防
災
・
防
犯

医
療
・
保
健

福
祉
・
教
育

運
輸

福
祉
・
教
育

報
道

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

官
公
庁

建
設

流
通



                                       

青葉区災害対策連絡協議会 常任協議会委員  

 

◇ 会長  

  青葉区長 

 

◇ 副会長（４人） 

青葉区連合自治会長会会長 

青葉警察署長 

青葉消防署長 

青葉区副区長 

 

◇ 常任委員(29 人)   

【官公庁】    青葉土木事務所長 

【官公庁】    青葉福祉保健センター長 

【官公庁】    青葉福祉保健センター担当部長 

【官公庁】    水道局給水サービス部青葉水道事務所 

【自治会・町内会】区連会副会長 

【自治会・町内会】区連会副会長 

【防災・防犯】  青葉消防団              

【防災・防犯】  青葉区地域防災拠点運営委員会連絡協議会 

【防災・防犯】  アマチュア無線非常通信協力会青葉区支部 

【防災・防犯】  横浜防災ライセンス 青葉連絡会 

【福祉・教育】  青葉区社会福祉協議会 

【福祉・教育】  青葉区小学校長会 

【福祉・教育】  青葉区中学校長会 

【福祉・教育】  青葉区保育園（私立園長代表） 

【福祉・教育】  横浜市幼稚園協会青葉支部 

【福祉・教育】  日本体育大学 横浜・健志台キャンパス 

【報道】     イッツ・コミュニケーションズ㈱ 

【医療・保健】  青葉区医師会 

【医療・保健】  青葉区歯科医師会 

【医療・保健】  青葉区薬剤師会 

【医療・保健】  青葉区獣医師会 

【医療･ 保健】  昭和大学藤が丘病院 

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ】    東京電力パワーグリッド㈱鶴見支社 

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ】    東京ガス㈱横浜支店 

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ】    東日本電信電話㈱神奈川支店 

【建設】     横浜建設業協会青葉区会 

【運輸】     東京急行電鉄㈱あざみ野駅  

【運輸】     東急バス㈱青葉台営業所  

【流通】     青葉区商店街連合会 
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