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１ 設立の経緯 

 

 防災士制度が進展し、防災士資格を有する地方議会議員が各地に誕生するにしたが

い、「議会で防災士養成について質問したい」「防災士資格を有する議員が議会でどの

ような質問をしたのか知りたい」「他の自治体での防災士活用事例を知りたい」「国会

議員とも連携したい」等の声が多数上がってきました。 

 そこで防災士資格を有する地方議員に呼びかけて地方議員の連絡会を設立しよう

ということとなりました。設立にあたっては特定の政治色、党派性を排除し、防災士

であることを立脚点として、防災士制度の進展と地域防災力の向上を図ることとし、

まず出発するにあたっては日本防災士会会員である地方議員に呼びかけることとな

りました。 

 この準備段階においては、防災士研修センター代表から転身して東京都議会議員と

なった早坂義弘氏、日本防災士機構の玉田三郎専務理事、浦野修日本防災士会理事長、

橋本茂日本防災士会常務理事らが構想を描き、西日本からの代表者として大石伸雄西

宮市議会議員（日本防災士会兵庫県支部長：当時）を加えて、日本防災士機構や日本

防災士会の役員の知人である地方議員に呼びかけ、順次その輪を広げて行きました。 

 

 
 

平成２７（2015）年１２月１８日（金）に設立準備会を東京都議会議事堂談話室に

て、呼びかけ人早坂義弘（東京都議会議員）、同大石伸雄（西宮市議会議員）はじめ２

２名が参加、日本防災士会地方議員連絡会の設立に向けて、 

①連絡会の趣旨と方針確認、 

②設立総会の日程、 

③今後の活動へ向けて 

などについて協議し、翌年の４月５日に設立総会開催と規約案を作ることなどを決

定しました。 
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２ 地方議員連絡会の設立 

 

平成２８（2016）年４月５日（火） 

全国から５５名の地方議員防災士が参集し、東京都議会議事堂第２会議室にて正式

に「日本防災士会・地方議員連絡会」設立総会を開催し、規約の制定および役員選任

を行ないました。 

この会は、日本防災士会が進める防災士活動を地方議員の立場からサポートし、安

全で安心な社会の実現に寄与することを目的とし、防災士活動の普及啓発及び国への

意見書提出などの活動を地方議会で実践する事業を展開していくこととしました。 

規約、設立時の役員は以下の通り決まりました。役員のうち副会長については衆議

院議員総選挙全国比例のブロック別に１名ずつの副会長を置くこととしました。 

 

 
 

特定非営利活動法人日本防災士会 地方議員連絡会 規 約 

 

（名 称） 

第１条 この会は、日本防災士会地方議員連絡会という 

（事務所） 

第２条 この会は、主たる事務所を特定非営利活動法人日本防災士会事務所に置く 

（目 的） 

第３条 この会は、日本防災士会が進める防災士活動を地方議員の立場からサポートし、安

全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする 

（事 業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、防災士活動の普及啓発及び国への意見書提

出などの活動を地方議会で実践する 

（会 員） 

第５条 この会の会員は、この会の趣旨・目的に賛同した地方議員防災士とする 

ただし、現職、前職、元職を問わない 
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（役員等） 

第６条 この会に、次の役員を置く 

会長       １名 

会長代行     １名 

幹事長      １名 

副会長     １１名 

顧問      若干名 

事務局長     １名 

事務局次長   若干名 

（任 期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない 

（会 議） 

第８条 この会の会議は、総会及び役員会とする 

（事業年度） 

第９条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる 

 

【役員】 

会 長        大石 伸雄 （西宮市議）自 

会長代行       早坂 義弘 （東京都議）自 

幹事長        田渕 和夫 （堺市議） 公 

副会長（北海道）   未定 

副会長（東北）    小野  仁 （山形市議）民 

副会長（北関東）   大石 幸一 （蕨市議） 公 

副会長（南関東）   黒川 民雄 （勝浦市議）自 

副会長（東京）    高橋かずちか（中野区議）自 

副会長（北陸信越）  上田 雅広 （金沢市議）自 

副会長（東海）    河原崎 聖 （静岡県議）自 

副会長（近畿）    床田 正勝 （大阪市議）自 

副会長（中国）    高木 昭夫 （広島県議）自 

副会長（四国）    清水 尚美 （松山市議）公 

副会長（九州）    藤田 正道 （大分県議）自 

事務局長       大高  拓 （葛飾区議）無 

事務局次長      江口 元気 （立川市議）自 

 

設立総会の第２部は、記念講演として青山佾（明治大学公共政策大学院教授・元東

京都副知事)に登壇いただき、「災害と地方議員の役割」について講演頂きました。地

方議員に求められる大切なキーワードをご指導頂きました。 
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３ 熊本県で研修会開催 

 

平成２８年８月４日（木）～５日（金） 

初年度は、設立総会の２週間後４月１４日および４月１６日に震度７、震度 6 強が

２回、震度 6 弱の地震が３回発生した熊本地震があり、熊本市議の企画で、熊本地震

研修を実施し熊本市長にもお会いしお話を聞くことができました。 

 

【熊本地震研修会】 

熊本地震で甚大な被害を受けた益城

町や西原村、熊本市の熊本城などを視

察しました。 

被災地の現状を把握し、熊本地震の教

訓と課題を災害対応に役立てようと

小池洋恵熊本市議の案内で実現。東京、

静岡、大阪など全国各地から約３０人

の地方議員が参加しました。 

初日の４日は熊本城を視察後、熊本市

の国際交流会館で熊本城調査研究セ

ンターの網田龍生副所長から被災状況

を聞き、城見櫓で意見交換。 

翌日は研修会で小池熊本市議が「熊本

地震から学ぶ」と題して講演し、阿蘇

地域振興デザインセンターの江藤訓重

事務局長が阿蘇地域の被害状況を説明。

午後からは益城町や西原村を視察しました。 

 

平成２８年８月６日（土）～７日（日） 

産山村視察 

大高事務局長、小池熊本市議と共に、 

市原正文産山村長を訪問 

 

 

湯布院町視察 

湯布院町周辺の被害調査と陸上自衛隊湯布院駐屯地

を訪問した。 
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４ 災害時における乳児用液体ミルクの解禁に関する活動 

 

平成２８年１２月２１日（水） 

【災害時液体ミルク陳情活動】厚生労働省訪問 

本会は、「乳児用液体ミルク」

の国内解禁について、自見はなこ

参議院議員、高野光二郎参議院議

員（ともに防災士）とともに塩崎

恭久厚生労働大臣に面会し陳情

を行いました。 

 この日、地方議員連絡会からは

大石会長ほか、会長代行早坂義弘

都議、副会長床田正勝大阪市議、事務局長大高拓葛飾区議、山本敬子宝塚市議が参加。

さらに、日本防災士会の浦野修理事長、橋本茂常務理事が同行。まず、参議院議員会

館へ自見議員を訪問。陳情書を手渡し、経緯を説明。それからそろって厚生労働省の

大臣室へ。ここで高野議員と合流し、塩崎大臣に陳情を行いました。 

 当初２０分の面会予定が、話し合いが熱を帯び、３５分に及びました。大臣室を辞

し、その足で橋本岳厚生労働副大臣にも面会、要望書を提出いたしました。 

 乳児用液体ミルクは働く女性や災害時の被災地支援にきわめて有効であり、熊本地

震の際は外国からの支援物資として特例的に活用されたものであって、国内での生

産・販売については安全性の検証、基準作りが必要とされています（当時）。被災地で

は衛生環境、お湯の準備等のため粉ミルクの利用が困難になることが多いことから、

この提案・陳情を実施したもの。 

 

平成３１年２月７日（木) 

【「乳児用液体ミルクの普及を考える会」報告会・勉強会】 

場所 衆議院第二議員会館 

野田聖子衆議院議員の呼掛けで開催され、日本防災士会地方連絡会として 取り組
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み状況の報告をしました。多数の国会議員、厚生労働省、内閣府、農林水産省、消防

庁、消費者庁、日本栄養士会、日本乳業協会、江崎グリコ、明治、他関係団体などが

出席されており、会議室の周りが立ち見でいっぱいになりました。会議が終わってか

らも意見交換で盛会でした。 

 

平成３０年１１月２０日（火) 

【研修会】 

場所 参議院議員会館 

 

 
 

① 「液体ミルク製造販売解禁による自治体の対応について」 

地域防災における液体ミルク普及の現状と方向性（備蓄と来年度予算の可能性） 

     講師 参議院議員（防災士）自見はなこ先生 

     講師 日本栄養士会 災害支援チーム  

公益社団法人 日本栄養士会 常務理事  下浦 佳之 氏 

     講師 江崎グリコ マーケティング本部 水越由利子 様 他 

     講師 乳児用液体ミルクプロジェクト代表 末永理恵 様 

② 「ドローンの進化による自治体における今後の利活用について」 

ドローンの現状と利活用について 

     講師 ドローン・テクノサポート株式会社 代表取締役 沖貴博氏 

ドローンの災害現場での利活用について 

講師 （一社）地域再生・防災ドローン利活用推進協会副理事上原陽一氏 

屋内デモ飛行＋練習ドローン体験） 
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５ 総会及び研修会 

 

平成２９年４月１３日（木） 

【平成２９年度総会】 

 

平成２８年度事業報告 

平成２８年度会計報告 

平成２９年度事業計画 

平成２９年度予算案 

議事はすべての議案が全会一致で可決。 

 

【研修会】 

① 「乳児用液体ミルクについて」 

講師：末永恵理（一般社団法人乳児用液体ミルク研究会代表理事） 

現在の状況と災害時などに有用であること等が説明されました。 

② 「地区防災計画について」 

講師：鍵屋一（跡見学園女子大学教授） 

地区防災計画がなぜ必要なのか、行政に頼らない住民自らが主体となって作るの

はなぜか等、あらためて心にしみるお話を聞くことができました。 

（１．地区のリスクを知り、対象とする災害を決める。２．地区の備えを知る。

３．ワークショップで意欲を高め、集合知を作る。４．計画、実行、検証、見直

し）地区防災計画をいかに作っていくかなどを丁寧に事例を交えて説明を受けま

した。 

「講師プロフィール」 

講師：末永恵理 氏  

略歴：神奈川県生まれ。外資系金融企業を退職後の 2014 年に長女を出産する。現 

在は在宅で仕事をしつつ、乳児用液体ミルクプロジェクトに奔走。2016 年８月に

一般社団法人乳児用液体ミルク研究会を設立し、代表理事を務める。 
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講師：鍵屋 一 氏 

略歴：板橋区防災課長、福祉事務所長、議会事務局事務局長等を歴任。内閣府「災

害時要援護者の避難支援に関する検討会委員」、内閣官房地域活性化伝道師、NPO

法人東京いのちのポータルサイト副理事長、地区防災計画学会理事 

 

平成２９年８月３日(木)～４日(金) 

【兵庫県地区防災研修会】 （神戸市、三木市、西宮市） 

初日は、午後から「兵庫県立人と

防災未来センター」にて河田惠昭

センター長の講演 

「災害と政治 ～防災士議員の

役割について～」 

その後、施設と展示見学 

 

２日目午前は、三木市にある国立兵庫耐震工学

研究センター「E-ディフェンス」を視察 

実験場の撮影は禁止でした。 

 

 

 

２日目午後は、西宮市の「被災者支援システム」

のバージョンアップ版を公開前ですが説明を

受けました。 

講師 南情報システム課長 
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平成３０年４月１日（日）～２日（月） 

【東北地区研修会（東北大震災事例研修）】 

１日目 

① 「公共交通拠点における防災体制」 

場所 仙台国際空港株式会社 

講師 仙台国際空港株式会社 管理部長 金子次郎氏、管理部 馬場秀治氏 

②「防災施策、復興施策及び東日本大震災時の様子」 

  講師 東北大学災害科学国際研究所 所長 今村文彦氏（教授） 

  

     

 

 ③意見交換会 

 

 

 

 

 

 

２日目 

 

④視察研修会 航空自衛隊東松島基地 

「防災施策及び復興施策、 

東日本大震災の様子」 

基地視察 

 講師 第３７代基地司令 松尾洋介空将補 

 

 

⑤研修会  

東松島市大曲地区「地区復興の歩み」 

 研修講師 地区復興リーダー  

あおい地区会会長 小野竹一氏 

 

⑥現場視察 「鎮魂の碑」  

会場：仙台空港・航空自衛隊東松島基地他 
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平成３０年６月１日（金） 

【平成３０年度総会】 

平成２９年度事業報告 

平成２９年度会計報告 

平成３０年度事業計画 

平成３０年度予算案 

 
 

【研修会】会場：参議院議員会館１階１０１会議室 

 

① 「防災と地方議員の役割」 

  講師：東京大学 准教授 加藤孝明 氏 

 

 

 

 

 

 

 

②「いのちを守るＡＥＤ～平時の防災～」 

 講師：日本ＡＥＤ財団常務理事 早坂義弘 氏 

 

 

 

③「乳児用液体ミルクの状況」 

  講師：参議院議員 自見はなこ氏  
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令和元年６月２９日（土） 

  

【令和元年度総会】 

場所 主婦会館プラザエフ８階「スイセン」 

第１号議案 平成３０年度事業報告 

 第２号議案 平成３０年度決算報告 

 第３号議案 令和元年度活動計画 

全ての議案が異議なく承認されました。研修会では、まず研修１として、日本ト

イレ研究所の松本彰人氏による「大規模災害時のトイレ対策を急げ～被災者の命と

生活を守るために～」を拝聴。研修２として東京大学生産技術研究所教授の目黒公

郎氏による「迫りくる大規模災害を前に議員がなすべきこと～被災自治体は何がで

きて何ができなかったか～」を拝聴しました。お二人の講演は、目からうろこの内

容で地方議員がそれぞれの自治体で何をリードしていくかをはっきりと示してい

ただけたと考えます。 

【研修会】 

研修１  

「大規模災害時のトイレ対策を急げ～被災者の命と生活を守るために～」  

講師：日本トイレ研究所 松本彰人 氏 

 

研修２  

「迫り来る大規模災害を前に議員がなすべきこ

と ～被災自治体は何ができて何ができなかっ

たか～」   

講師：東京大学生産技術研究所教授 

都市基盤安全工学国際研究センター長  

目黒公郎 氏 
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【意見交換会】（会場２Ｆ「エフ」） 

  開会挨拶・来賓挨拶・意見交換会 

 

 

令和元年１１月６日（水）～７日（木） 

第 1 日目 

【研修会】会場: なんばパークス 7 階「C 会議室」(大阪市浪速区難波中 2 丁目） 

 

 
 

① 講演 「大阪北部地震を踏まえた地方 

     議員の役割とは」 

 講師: 室崎益輝 兵庫県立大学大学院  

減災復興政策研究科 教授・科長 
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② 講演 「大阪北部地震における中間支 

 援活動を通して」 

  講師: 湯井恵美子 おおさか災害支援 

ネットワーク OSN 世話役 

 

 

 

① 研修:「地区防災計画の取組」「議会

BCP とは」「議会 BCP の策定事例紹介」 

  講師: 西宮市議会:大石会長 

堺市議会:宮本恵子市議 

 

【意見交換会】  会場:大阪ミナミ 道頓堀付近 

 

第 2 日目 

１０時バス出発 (難波駅前付近) :大型貸切バス  

①高槻市研修: 高槻市の状況 

講師：吉田忠則（高槻市議） 

②北部地震の被害状況及び復興状況と今後の課題 

挨拶：梅本定雄（高槻市副市長） 

講師：松永正明（危機管理室長）  

会場：高槻こども未来館大会議室  

③北部地震を教訓とした今後のまちづくり」 

挨拶：広瀬慶輔（寝屋川市市長） 

講師：邑川和之（危機管理室長兼防災課長） 

会場：寝屋川市役所 
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６ 防災士国会議員懇話会との連携 

 

平成２９年６月７日（水） 

【防災士国会議員懇話会】 

場所：参議院議員会館 

出席者：若松謙維会長ほか防災士議員懇談会員 

役 所：内閣府統括官、消防庁防災課長 

防災士会：浦野会長、大石地方議員連絡会会長、橋本常務理事 

① 「防災に関する資格について」 

  内閣府 政策統括官（防災担当）加藤久喜氏 

② 「地域の防災体制」 

  消防庁 国民保護・防災部防災課長 萩澤滋氏 

③ 「地方議員の活動について」 

  日本防災士会地方議員連絡会 会長 大石伸雄 

 

 
 

内閣府、消防庁担当者も出席し、内閣府、消防庁、日本防災士会、地方議員連絡会の

順に説明した後、質疑が始まりました。かなり突っ込んだ話もあり、今年の秋の臨時

国会に向けて防災士の環境改善に向けた動きをしようということになりました。内閣

府はかなり防災士会寄りになってきたように感じました。 

役職 議員名 ぎいんめい 当選回数 選挙区 会派

伊藤　渉 いとう　わたる 衆　３ 比例東海 公明党

顧問 魚住　裕一郎 うおずみ　ゆういちろう 参　４ 比例㉕ 公明党

副会長 佐藤　啓 さとう　けい 参　１ 奈良㉘ 自民党

里見　隆治 さとみ　りゅうじ 参　１ 愛知㉘ 公明党

自見　はなこ じみ　はなこ 参　１ 比例㉘ 自民党

事務局長 高野　光二郎 たかの　こうじろう 参　１ 高知㉕ 自民党

柘植　芳文 つげ　よしふみ 参　１ 比例㉕ 自民党

中川　康浩 なかがわ　やすひろ 衆　１ 比例東海 公明党

幹事長 長峰　誠 ながみね　まこと 参　１ 宮崎㉕ 自民党

新妻　秀規 にいづま　ひでき　 参　１ 比例㉕ 公明党

顧問 浜田　昌良 はまだ　まさよし 参　３ 比例㉘ 公明党

会長 若松　謙維 わかまつ　かねしげ 衆３参１ 比例㉕ 公明党

和田　政宗 わだ　まさむね 参　１ 宮城㉕ 自民党

防災士議員懇談会　議員名簿

平成29年4月26日現在
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平成３０年７月４日（水） 

【防災士国会議員との懇談会】 

参議院議員会館会議室において超党派の

防災士議員懇話会が開催されました。 

防災士議員懇話会は、公明党の若松かね

しげ参議院議員が会長を、自民党の長峯

誠参議院議員が副会長を務められておら

れます。浜田まさよし復興副大臣も出席

され、大阪北部を震源とする地震や東日

本大震災を通して小学校における防災に

ついて政府の対応を伺いました。日本防

災士会からは、浦野会長、甘中事務局長も出席し、地方議員連絡会からは、大阪北部

を震源とする地震への国からの支援や危険状態にあるブロック塀対策への交付金等

の支援について要望しました。 

 

７ 防災関係機関との交流、研修会の実施 

 

平成２９年７月１８日（火） 

【海上自衛隊呉総監部訪問】 

呉総監 池太郎海将、 幕僚長 岩崎英俊海将補 

平成２８年４月の熊本地震、６月から７月にかけ

ての西日本豪雨災害を受けて、海上自衛隊が災害

出動された経験を議連の会員に講演願い、あわせ

て護衛艦の支援設備の視察をさせていただきた

い旨、要請をしてまいりました。 

 

 

平成３０年５月２０日（日） 

護衛艦「かが」表敬訪問 

研修予定の大阪港に入港していた海上自

衛隊護衛艦「かが」に、第８護衛隊群司

令福田達也海将補を訪ねて、艦長水田英

幹１等海佐に「かが」の医療設備や被災

者用施設を見学させていただいた。写真

は、艦長室にて。 
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令和元年１１月１日（金） 

【防衛省自衛隊統合幕僚監部防衛計画部訪問】  

副部長 福田達也海将補との面談（市ヶ谷の防衛

省）、部長森田空将とも懇談できました。海上自衛隊

との災害時を想定した研修協議。呉総監に連絡を取

り護衛艦「かが」の災害派遣の作戦について視察の

許可をいただいた。後日、阪神基地隊を通じて呉総

監部訪問のアポイントを取っていただくことにな

りました。 

 

令和元年１１月１４日（木） 

【海上自衛隊阪神基地隊司令を訪問】 

  海上自衛隊阪神基地隊を訪問

し司令寺田博之 1 等海佐と懇談。 

海上自衛隊との災害時を想定し

た研修協議のため呉総監部の酒

井総監に取次いでもらいました。 

 

令和２年２月３日（月） 

【海上自衛隊呉総監部訪問】 

１１月に福田達也海将補に研修をお願いした件で、

海上自衛隊呉総監部を訪問して、総監酒井良海将と

幕僚長森田義和海将補と管理部長宇仁健一郎ー等

海佐と懇談し、海上自衛隊が災害出動などでどのよ

うに実施しているのかを視察しました。また、護衛

艦「かが」などに設置されている医療設備や災害時
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に被災者に対するケアをするための施設などを今後、地方議員連絡会にて見学研修さ

せていただくことなどを企画相談し、３月末の研修実施を約束いたしました。 

日程と内容まで決定しましたが、コロナ禍のために中止となりました。 

 

８ 令和２年７月豪雨被災地支援 

 

令和２年８月９日（日）～１１日（火） 

【令和２年７月豪雨球磨川流域災害調査】 

本会が熊本県の被災地支援のため大型扇風機を送るこ

ととし、現地受入が確認できたので、大石伸雄会長と小池

洋恵事務局次長と防災士機構の橋本茂理事兼事務総長で

現地入りすることとなった。 

１日目 

夕方、熊本市に集合して打ち合わせ。 

２日目 

小池洋恵事務所に集合し支援物資積み込んで、レンタカーで出発 

人吉市内被災状況視察後、高橋酒造髙橋昌也専務から当時の状況についてヒアリング 

山江村役場・内山慶治村長面談、ヒアリング、支援物資引き渡し 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

支援物資拠点・さくらドーム訪問、支援物資引き渡し 
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球磨村役場訪問、中渡防災管理官と面談ヒアリング、松谷浩一村長に挨拶 

球磨村被災地視察 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千寿園、人吉市避難所・人吉スポーツセンター訪問、ヒアリングして熊本市に戻った 

夜に反省会をして今後の打ち合わせ 

   

 

 

３日目 

日本防災士会熊本県支部・宮下支部長と面談し

情報交換して調査を終了。 
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９ 今後の活動について 

 

令和２年度はコロナ禍の中で活動が中断していました。令和３年度もコロナ禍が終

息せず、議員の皆さんは行政とのコロナ対応で多忙を極められておりました。特に都

市部感染拡大が顕著であった自治体の地方議員にあっては、行政との対応や一般質問

での質疑準備などで時間を取られていたと推察します。 

 

【今後の進め方について】 

今年度中に、令和２年度と３年度の総会を、ウエブ会議形式であっても実施いたし

ます。そこでご議論いただき、決定したいと思いますが、今後の重点活動として以下

の取り組みを実施したいと考えています。 

 

（１）会員相互の情報共有と広報活動 

ホームページの立ち上げや地方議会での防災に関する一般質問のデータベース化、

た、本会のパンフレット作成など広報活動の強化を図ります。 

 

（２）避難生活者支援に関する取り組み 

 内閣府が防災士と日赤奉仕団を有力な対象として検討を進めている避難者支援リ

ーダーの育成とその活用について連携協力して行きます。 

 

（３）男女共同参画の視点による防災・減災活動の推進 

 日本防災士会女性防災推進委員会や内閣府、文部科学省等と連携して女性の活躍に

よる地域防災力の向上に取り組みます。 

 

（４）防災の視点からの国土強靭化対策の取り組み 

防災上の重要インフラの整備、とくに全国沿岸部に位置する役所など公共施設が被

災した時のための代替施設確保等について研究し、地方行政に反映していきます。 

 

（５）その他必要とする事業への取り組み 

 なお以上に活動を推進するために「専門部」を設置することを検討いたします。 
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１０【現在の規約（令和３年９月２日理事会決定）】 
 

特定非営利活動法人日本防災士会 地方議員連絡会 

規 約 

（名 称） 

第１条 この会は、特定非営利活動法人日本防災士会地方議員連絡会（以下この会）と

称する 

（事務局） 

第２条 この会の事務局は、特定非営利活動法人日本防災士会事務所に置く 

（目 的） 

第３条 この会は、特定非営利活動法人日本防災士会会員の活動理念並びに同会の事

業計画を地方議員の立場から啓発推進し、もって安全で安心な社会の実現に

寄与することを目的とする 

（事 業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 

① 防災減災に係る国や地方公共団体等の取り組みに関する調査研究 

② 国や地方公共団体等への政策提言 

③ 会員の議員活動に関する情報共有と相互協力 

④ その他この会の目的達成のために必要な活動 

（会 員） 

第５条 この会は、この会の趣旨・目的に賛同した防災士資格を有する地方議員で構

成する。 

ただし、現職、前職、元職を問わない。 

２ この会の会員は、次の２種とする 

① 正会員  特定非営利活動法人日本防災士会の正会員である地方議員 

② 賛助会員 防災士資格を有する地方議員 

（役員等） 

第６条 この会に、次の役員を置く 

   会長       １名 

幹事長      １名 

副会長     １１名以内 

事務局長     １名 

事務局次長   若干名 

２ 役員は、この会の総会で選任する。 

３ この会に顧問等を置くことができる。顧問等は会長が推薦して総会で選任する。
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ただし年度途中においては役員の合意によって選任できるものとする。 

（任 期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない 

（会 議） 

第８条 この会の会議は、総会及び役員会とする 

（事業年度） 

第９条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる 

（会計） 

第 10 条 この会の活動は会員による自己負担を原則とし、総会その他の行事運営に

関する経費等は特定非営利活動法人日本防災士会本部会計からの助成金及

び寄付金等をもって充てる。 

 

１１【現在の役員（令和３年１０月１日現在）】 

 

会 長        大石 伸雄 （西宮市議） 自 

会長代行       早坂 義弘 （東京都議） 自 

幹事長        田渕 和夫 （堺市議）  公 

副会長（北海道）   未定 

副会長（東北）    小野  仁 （前山形市議）無 

副会長（北関東）   大石 幸一 （蕨市議）  公 

副会長（南関東）   黒川 民雄 （勝浦市議） 自 

副会長（東京）    高橋かずちか（中野区議） 自 

副会長（北陸信越）  上田 雅広 （金沢市議） 自 

副会長（東海）    河原崎 聖 （静岡県議） 自 

副会長（近畿）    床田 正勝 （元大阪市議）自 

副会長（中国）    高木 昭夫 （広島県議） 自 

副会長（四国）    清水 尚美 （松山市議） 公 

副会長（九州）    藤田 正道 （大分県議） 自 

事務局長       大高  拓 （葛飾区議） 無 

事務局次長      江口 元気 （立川市議） 自 

事務局次長      小池 洋恵 （前熊本市議）無 

事務局次長      奥田 英人 （橿原市議） 自 

 


