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  日時： ２０１９年５月１６日（木） 午後６時～午後８時３０分 

場所： 百代茶屋 （港区芝浦３−４−１ グランパークビル B1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

２０１８年度総会 議事次第 

 

開 会： １８：１０～ 

 

（司  会） 冨樫 尚夫 

会長あいさつ 堀野 国雄 

来賓あいさつ 星川 邦昭 芝浦港南地区総合支所長 

  米山 良  芝消防署警防課長 

 

議長選出 

（議  事） 

第１号議案 ２０１８年度事業報告   榮田 宏光 

第２号議案 ２０１８年度会計報告   小野 明 

第３号議案 ２０１８年度監査報告   岡田 祥男 

第４号議案 協議会規約改正(案)    堀野 国雄 

第５号議案   ２０１９年度事業計画（案）  榮田 宏光 

第６号議案 ２０１９年度事業予算（案）  小野 明 

    

 

式典閉会： １８：４０～ 

 

懇親会：  １８：４５～ 

 

 乾杯  関 喜和子 芝浦二丁目町会長 

 

 来賓祝辞・紹介 

 ご歓談 

 出席者自己紹介 

 

閉 会：   坂井 清 海岸２・３丁目町会長 
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 平素は、防災協議会の活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

甚大な被害をもたらした東日本大震災発生から 8年が経過しました。今なお避難生活者は約 5万

人。また異常気象の多い年でもありました。7 月の西日本豪雨、9 月に関西国際空港を浸水させた

台風 21 号など。地球温暖化が進むと台風の強大化のほか、高潮や洪水などの頻度が高まり、気象

災害が多くなると考えられています。港区では台風第 13 号の接近に伴い、自主的に避難される区

民向けに計 5か所に自主避難施設を開設しました。短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨も頻発

しています。特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水

没といった被害も発生します。北海道では大規模停電で、管内のほぼ全域の電力が止まる「ブラッ

クアウト」が起りました。7月、熊谷市で 41.1℃まで気温が上昇。全国 202 地点で観測史上最高気

温を更新。熱中症で救急搬送された人は全国で 5万 4220人と過去最多を記録等 

自然災害はいつどこで起こるか予測できません。日頃からの活動と備えが大切です。 

以下、２０１８年度の協議会の活動をご報告し、今後ともさらなるご指導、ご支援を賜ります様

お願い申し上げます。 

  

芝浦小地区防災協議会 

会長 堀野 国雄 

 

 

 

 

 

第１号議案 ２０１８年度事業報告 

（１）２０１８年度については役員会を９回開催。（２０１８年８月８日（水）の役員会は台風接

近のために中止） 

  ※ 活動内容の詳細は巻末（p.11~）の議事録をご参照ください。 

(議事録は芝浦小地区防災協議会のホームページ http://shibaura-bousai.org に掲載しています。) 

（２）２０１８年１０月２１日（日）港区総合防災訓練を共催。  

（３）２０１８年９月８日（土）AED 使用訓練（９０分）と２０１９年２月１６日（土）普通救

命訓練（３時間）を地域住民対象に実施。 

（４）協議会規約の見直し、改正について協議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shibaura-bousai.org/
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第２号議案 ２０１８年度会計報告 

（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日）     （単位 円） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 摘要 科目 金額 摘要 

前期繰越金 31,630 

 

 会議費 37,555 定例役員会 

臨時役員会 

 

会費  265,000 20,000×4町会 

5,000×11自治会 

10,000×13事業所 

事業費 138,316 救命講習 

訓練配給物資

防災用品等 

港区補助金 100,000  事務用品費 5,191 コピー用紙、封

筒等 

総会会費 228,000  総会費 228,000 総会懇親会 

受入利息 0  通信費 5,132 はがき、切手等 

   交際費 20,000  

   次期繰越金 190,436  

合計 624,630  合計 624,630  

 

 

 

 

 

第３号議案 ２０１８年度監査報告 

 

当会計報告について、帳簿・書類等を詳細に監査したところ、相違ないことを認めます。 

 

２０１９年４月２２日 会計監査 金原 時成 ㊞ 

 

   会計監査 岡田 祥男 ㊞ 
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第４号議案 協議会規約改正（案） 

創立（平成９年）以来の規約をより良い運営実現のために見直し、以下の通り提案します。 

 

芝浦小地区防災協議会規約（案）  

 

（名称） 

第１条 本会は、芝浦小地区防災協議会と称する。 

 

（所在地） 

第２条 本会の所在地を港区立芝浦小学校内に置く。 

 

（構成） 

第３条 本会は、芝浦１～４丁目、海岸２～３丁目に所在する各防災会等の住民組織及び事

業所等の組織（以下、各防災組織という。）によって構成する。 

 

（目的） 

第４条 本会は、災害発生時に、地区内の各防災組織が互いに連携をとり、協力し合って、

地域ぐるみの安全確保を図ることを目的とする。 

 

（活動） 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、防災施設視察、応急救護訓練等を行う他、各

防災組織の交流を重視した活動を行う。 

 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置き、定数は細則で定める。 

一 会長    本会を代表し、会務を総括する。 

二 副会長   会長を補佐し、会長事故ある時は業務を代行する。 

三 書記    本会の会議録等を作成し、事務局業務を担当する。 

四 会計    本会の運営に関する経理を担当する。  

     五 幹事    役員会を構成し、会務を分担する。 

     六 会計監査  本会の経理の監査に当たる。  

2.   本会に、必要により顧問を置くことができる。 

3.   本会に、芝浦小学校、芝消防署、芝消防団及び港区芝浦港南地区総合支所協働

推進課の職員の中から選任するオブザーバーを置く。 

 

（役員の選任） 

第７条 本会の役員は、総会において、各防災組織を構成する者の中から選任する。 

2.   本会の役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

3.   任期途中の欠員補充は、役員会の議を経て行う。 
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（総会） 

第８条 本会の定時総会は、各防災組織をもって年１回開催する。 

役員会で必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。 

2.   総会は、活動報告、活動計画の策定、予算決算の承認、役員の選任等を行う。 

 

（役員会） 

第９条 第６条第１項第１号から第５号に定める者をもって役員会を構成し、会長が必要に

応じて招集する。 

2.   役員会は、総会に提出する議案の策定、各防災組織の情報交換や相互交流、各

種防災行事への取り組み等を行う。 

 

（会計） 

第１０条 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

2.   本会の経費は、各防災組織の会費、その他の収入をもって充てる。 

3.   会計年度末に会計報告書を作成し、総会までに監査を受け、会計監査が総会で

報告をする。 

 

（改正、細則） 

第１１条 この規約の改正は、総会の議を経て行う。 

2. この規約で定めることの他、必要な事項は役員会が細則で定める。 

 

 

附則   この規約は、２０１９年５月１６日から施行する。 
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芝浦小地区防災協議会細則 

 

（会員） 

第１条 本会の会員は、下記の防災組織等とする。 

一 町会―4 町会 

二 事業所―14 事業所 

三 マンション自治会・防災会―12 自治会・防災会 

 

（会費） 

第２条 本会の会費は下記の通りとする。 

一 町会―20,000 円 

二 事業所―10,000 円 

三 マンション自治会・防災会―5,000 円 

 

（役員定数） 

第３条 本会の役員の定数は下記の通りとする。 

一 会長    １名 

二 副会長   ２名 

三 書記    １名 

四 会計    １名 

五 幹事   ２０名程度 

六 会計監査  ２名 

七 顧問    若干名 

 

 

附則   ２０１９年 5 月 9 日 役員会決定 

 

 

 

第５号議案 ２０１９年度事業計画（案） 

 

１． 協議会の円滑な運営を目指して、定期的に役員会、臨時役員会を開催します。 

２． 芝浦地区の住民、企業様へ向けて防災知識の啓発活動を行います。（防災講演会の実施） 

３． 芝浦地区の住民、企業様へ向けて救命知識の啓発活動を行います。（救命講習の実施） 

４． 港区、消防署など関係機関と調整しながら港区総合防災訓練へ協力します。 

５． 芝浦地区の住民、企業様が防火防災の理解を深めていただけるよう、ホームページを活用

して、広く活動を進めます。                 
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第６号議案 ２０１９年度事業予算（案） 

（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）     （単位 円） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 摘要 科目 金額 摘要 

前期繰越金 190,436 

 

 会議費 75,000 定例役員会 

臨時役員会 

 

会費  280,000 20,000×4町会 

5,000×12自治会 

10,000×14事業所 

事業費 300,000 救命講習 

訓練配給物資

防災用品等 

港区補助金 50,000  事務用品費 10,000 コピー用紙、封

筒等 

総会会費 228,000  総会費 228,000 総会懇親会 

受入利息 0  通信費 10,000 はがき、切手等 

   次期繰越金 125,436  

合計 748,436  合計 748,436  

 

 

 

 

 

【会費納入について】 

総会終了後に会費請求書をお送り申し上げます。 

８月末までに下記の口座へお振込みくださいますようお願い申し上げます。 

 さわやか信用金庫  芝浦支店（普通） ０２５４１２４ 

 （口座名義） 芝浦小地区防災協議会  小野 明 

   ｼﾊﾞｳﾗｼﾖｳﾁｸﾎﾞｳｻｲｷﾖｳｷﾞｶｲ    ｵﾉ ｱｷﾗ 
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会員名簿 

 
団体・企業 役職・部署名等 氏名 

1 芝浦１丁目町会 町会長 岡田 祥男  

2 芝浦２丁目町会 町会長 関  喜和子 

3 芝浦３・４丁目町会 町会長 金原 時成 

4 海岸２・３丁目町会 町会長 坂井 清 

5 公団芝浦２丁目自治会 自治会長 泥谷 隆史 

6 秀和田町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ自治会 自治会長 高田 秀実 

7 芝浦第２ｱﾊﾟｰﾄ自治会 自治会長 鈴木 良夫 

8 三田ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾄ自治会 自治会長 堀野 国雄 

9 メゾン田町自治会 自治会長 高畠 弘子 

10 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ自治会 自治会長 伊藤 温男 

11 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 防災会長 南雲 起也 

12 東港自治会 自治会長 大沢 兼一 

13 ﾄﾐﾝﾊｲﾑ自治会 自治会長 加藤 知朗 

14 ﾏﾘﾝｼﾃｨﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ自治会 自治会長 橋本 正吉 

15 シティハイツ芝浦自治会 自治会長 冨樫 尚夫 

16 ソレイユ田町自治会（2019年度〜） 自治会長 笹川 由紀子 

17 NREG東芝不動産ファシリティーズ(株) 総務部 大巻 由夫 

18 NTT都市開発ﾋﾞﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 芝浦管理事務所 高橋 博夫 

19 五十嵐冷蔵株式会社 総務部 佐藤 平吉 

20 沖電気工業株式会社 OKI プロサーブ 竹村 寿仁 

21 株式会社吾妻商会  芝浦管理事務所 小河原 啓 

22 株式会社オンワード樫山 総務部 榊原 茂 

23 株式会社関電工 総務法務部 安藤 澄美麗 

24 株式会社ヤナセ 不動産管理グループ 竹内 俊輔 

25 栗林運輸株式会社 総務部 福田 克己 

26 東京倉庫運輸株式会社 総務部 藤井 利次 

27 中野冷機株式会社 総務部 俣野 祐輔 

28 日本電気株式会社 本社地区総務グループ 太田 直樹 

29 安田倉庫株式会社 総務人事部 山本 芳康 

30 横浜倉庫株式会社 施設部 河原 一司 

    

 オブザーバー   

1 芝浦港南地区総合支所 支所長 星川 邦昭 

2 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 課長 (2019年度〜) 土井 重典 

3 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 係長 伊藤 修治 

4 芝消防署 警防課長 米山 良 

5 芝消防署・芝浦出張所 所長 根本 久二夫 
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6 芝消防団・第 8分団 分団長 武田 豊成 

7 港区立芝浦小学校 校長 三浦 和志 

8 芝浦小学校ＰＴＡ 会長 桧垣 奈津美 

 9 三田警察署 警備課長（2019年度〜） 鈴木 郁雄 

 協議会役員 （協議会内役職）  

1 三田ナショナルコート 会長 堀野 国雄 

2   副会長   

3  副会長  

4 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 書記 早川 美穂 

5 東港自治会 会計 小野 明 

6 芝浦 1丁目町会 役員 穂苅 祥一 

7 芝浦 2丁目町会 役員 関口 陽市 

8 芝浦３・４丁目町会 役員 奥村 治彦 

9 海岸２・３丁目町会 役員 加藤 知朗 

10 海岸２・３丁目町会 役員 堀 博信 

11 都営芝浦第２アパート 役員 鈴木 良夫 

12 都営芝浦第２アパート 役員 天野 忍 

13 トミンハイム自治会 役員 佐藤 尊 

14 芝浦アイランド自治会防災会 役員 榮田 宏光 

15 芝浦アイランド自治会防災会 役員 荒木 寿子 

16 芝浦アイランド自治会防災会 役員 石井 知恵子 

17 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 細川 政弘 

18 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 石賀 幹春 

19 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 土屋 準 

20 三田ナショナルコート自治会 役員 大下 登美子 

21 三田ナショナルコート自治会 役員 榎本 あゆみ 

22 シティハイツ芝浦自治会 役員 冨樫 尚夫 

23 メゾン田町自治会 役員 高畠 弘子 

24 メゾン田町自治会 役員 諏訪 泰信 

25 ソレイユ田町自治会(2019年度〜) 役員 笹川 由紀子 

26 ソレイユ田町自治会(2019年度〜) 役員 小山 知良 

27 芝浦 2丁目町会 顧問 宮本 栄一 

28 芝浦港南地区総合支所協働推進課 オブザーバー 伊藤 修治 

29 芝消防署・芝浦出張所 オブザーバー 根本 久二夫 

30 芝浦３・４丁目町会 監査役 金原 時成 

31 芝浦１丁目町会 監査役 岡田 祥男 
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２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 1 回役員会 議事録 

日 時：2018 年 4 月 4 日（水） 19:00～20:30 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース会議室 

出席者：堀野、宮本、穂苅、天野、小野、荒木、栄田、澤田、早川、石賀、土屋、大下、冨樫         

（支所）木島、瀬戸 

１．報告事項 

１）3 月 15 日 地域防災連絡会東京湾第２高潮センター視察５名参加（堀野、榮田、土屋、石賀、早川） 

２）3 月 15 日 港区「マンション震災対策ハンドブック」（案）・高層住宅の防災対策説明会 みなとパ

ーク芝浦 ６名参加（堀野、榮田、岩崎、穂苅、石賀、岩崎） 

３）3 月 18 日 芝浦アイランド ケープタワー防災施設見学バスツアーを実施。３６名参加。防災体

験学習施設（そなエリア東京）と三井不動産の訓練施設を見学。  

４）3 月 25 日 海岸 2,3 丁目町会、防災訓練。起震車、消防ポンプ車の放水、カレー炊き出し、等。 

５）新役員の紹介： シティハイツ芝浦自治会 冨樫さん、メゾン田町自治会 高畠さん・諏訪さん 

          芝浦 3,4 丁目町会 奥村さん 

４月で役員を退任： キャピタルマークタワー防災会 澤田さん 

６）人事異動 新任：芝消防署 警防課長 米山良氏 

芝消防署芝浦出張所 所長 根本久仁夫氏 

芝浦小学校 校長 三浦和志先生  

芝浦港南地区総合支所 総合支所長 星川邦昭氏、副総合支所長（管理課長兼務）関本哲郎氏 

           区民課長 伊藤忠彦氏、協働推進課係長 伊藤修治氏 

           協働推進課担当 木島さん（留任）、瀬戸さん（新任）  

２．協議事項 

１）総会について：４月１９日（木）東京ポートボウル 役員は１７時４０分に現地集合。 

・当日の役割分担 受付：石井、大下、小野（懇親会費 6000 円を受付で徴収）。 司会：岡田。 

 平成２９年度事業報告と平成３０年度事業計画（案）報告：榮田。 

 平成２９年度会計報告と平成３０年度事業予算（案）報告：小野。 

 平成２９年度監査報告：岩藤監査役。 

・配布資料の確認、訂正。印刷は芝浦一丁目の社会福祉法人みなと工房に依頼。 

２）新年度からの協議事項として、規約、会費、定期総会資料レイアウトなどの見直し。 

３）役員会の開催場所：９月は三田ナショナルコート集会室、１０月は都営第２アパート自治会室。そ

の他はみなとパーク芝浦。   

 

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第２回役員会 議事録 

日 時：2018 年 5 月 9 日（水） 19:00～20:15 

場 所：みなとパーク芝浦 会議室 

出席者：堀野、穂苅、小野、岩崎、榮田、早川、石賀、土屋、大下、（芝浦小学校）三浦校長、（支所）

木島・瀬戸、（防災課）白井課長、（防災課地域防災支援係）大船係長、（地域防災支援係）穴井  

１．報告・協議事項 

１）4 月 19 日 定期総会（東京ポートボウル）参加数４０名、懇親会参加３８名  

２）本庁からの報告 
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・ 港区家具転倒防止器具助成制度の変更：世帯構成人数が３人以上は申請ポイントが 150P から 195P

に（1~2 人世帯は変更なし）。自宅でケガをしないための対策を周知。器具取付支援の改善、など。 

・ 新たに策定された「避難所におけるペット対策マニュアル」の紹介：芝浦小学校はペット受入可能

避難所。ペット向け備蓄物資はみなとパーク芝浦にて保管中。 

・ ３月に改訂された「港区マンション震災対策ハンドブック〜在宅避難のすすめ」の紹介：自宅に被

害がなければ在宅避難の原則を明確にした。5,000 部を支所などで配布中。 

・ 防災士養成講座（無料）：平成３０年度も７、９、１２月の３回実施。 

３）支所からの報告 

・ 280MHz 帯防災ラジオを１世帯１台 1,000 円（税込）で６月から全区民希望者向けに有償配布予定。 

・ 10 月 21 日（日）に芝浦小学校で実施する港区総合防災訓練の実施概要と会場レイアウト案： 

７月から予定されている３階建てプレバブ校舎建築工事に伴い、D 級ポンプ取扱い訓練は無し。  

東京消防庁の VR 防災体験車を次回以降の訓練で利用できるよう、働きかけを支所に依頼した。 

・ 大震災時に設置される救護所の場所設定については検討継続中。 

４）心配蘇生と AED 使用訓練の日程について、芝浦小学校 PTA と調整中。 

 

 

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 3 回役員会 議事録 

日 時：2018 年 6 月 6 日（水） 19:00～20:30 

場 所：都営第２アパート自治会室 

出席者：堀野、穂苅、鈴木、天野、小野、堀、荒木、榮田、高畠、早川、石賀、土屋、大下、冨樫（支

所）大浦、伊藤・木島・瀬戸、 

１．報告・協議事項 

１）5 月 27 日（日）芝消防団ポンプ操法大会：優勝 第８分団芝浦  

・5 月 27 日（日）フェイム芝浦 防災訓練：避難訓練、水消火器、ロープワーク訓練、備蓄食料試食 

・5 月 25 日（金）芝浦アイランド 定例会で地域の震災時救護所について問題提起。地域にあるクリ

ニックとの協定や、区民避難所との連絡連携の必要性。 

・5 月 31 日〜6 月 3 日 東京国際消防防災展（堀野、早川）  

・6 月 3 日（日）11~14:00 芝浦一丁目町会こども祭り：芝浦公園にて。ヤナセ(株)様から寄付を受

けた賞味期限の近い防災備蓄食 500 のうち 350 食を町会ブースで配布した。 

２）AED 講習会は芝浦小 PTA と相談の上９月８日（土）に決定。ちらしを作成して８月から参加をよ

びかける。機材は芝消防署芝浦出張所から３台借りる。 

３）支所からの報告 

・東京消防庁の VR 防災体験車の誘致は抽選制。車両の幅約 2.5m（体験時：約５m）。今年度につい

ては無理だが、来年度以降にプレハブ校舎完成後の敷地レイアウトを見ながら訓練項目として検討。 

・10 月 21 日（日）に芝浦小学校で実施する港区総合防災訓練の実施概要と会場レイアウト案： 

７月から予定されている３階建てプレバブ校舎建築工事に伴い、D 級ポンプ取扱い訓練はなし。 

受付や炊出しと配給訓練は、レイアウト的に難しくなるが、配置人数を増やし、協力して行う。 

小学生の簡易担架搬送訓練・煙中避難訓練・初期消火訓練は校舎内で一般とは別に行う。 

・280MHz 帯防災ラジオを１世帯１台 1,000 円（税込）で６月から全区民希望者向けに有償配布する。

特設窓口（期間限定）による配布は、芝浦港南地区総合支所では６月２５〜２７日に実施。 
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４）芝浦小地区防災協議会の規約の見直しについて、次回役員会から議論をはじめ、年内に文案をまと

める。（配布資料：平成９年６月創立時の規約（案）） 

 

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第４回役員会 議事録 

日 時：2018 年 9 月 5 日（水） 19:00～20:10 

場 所：三田ナショナルコート集会室  

出席者：堀野、穂苅、加藤、小野、石井、榮田、高畠、諏訪、早川、石賀、土屋、大下、榎本、冨樫、

（芝浦小学校）三浦校長、（支所）木島・瀬戸、 

１．報告・協議事項 

１）６月 16 日（土）キャピタルマークタワー火災訓練 約１７０名参加。全館避難訓練・煙ハウス・

水消火器・ベランダ隔て板けやぶり体験など。 

・6 月 17 日（日）三田ナショナルコート防災訓練。約５０名参加。AED・初期消火訓練など。 

・7 月 11 日（水）地域防災連絡会（堀野、土屋、早川） 

・7 月 16 日（月）芝浦アイランド 上級救命講習 ２４名参加   

・フェイム芝浦 防災資機材（ELV 内トイレ、バール、工具、ヘルメットなど）を購入 

・メゾン田町 防災備蓄倉庫を更新。発電機を夏祭り・餅つき大会で動作確認。 

・８月８日（水）防災協議会役員会は台風のために中止。みなとパーク芝浦は避難所開設。 

・８月２６日（日）三田ナショナルコート 花火大会。火の扱いについて指導。 

２）９月８日（土）AED 講習会は９時半集合（堀野・榮田・早川）。機材は芝消防署芝浦出張所から２

台、加藤さんが前日搬入。テキスト、参加記念品（保存水など）を支所から供与。 

３）消防法令改正後の統括防火防災管理者の選任、消防計画などについて確認の上、次回報告する。 

４）芝浦小地区防災協議会の規約見直しについて：配布資料（平成９年６月創立時の HP に掲載してい

る規約。小野さん、土屋さん作成の規約（案））をもとに議論をすすめ、年度内に文案をまとめる。 

５）支所からの報告：１０月２１日（日）港区総合防災訓練について 

・芝浦小学校の校舎建築工事に伴いスペースがとれず、今年は起震車もなし。 

・デモンストレーションは、初めて防災士会、芝消防団第８分団、防災協議会が協同で行う。 

・炊き出しの分量と配給のやり方について、次回の役員会で検討する。 

・当日の役割分担について、次回の役員会で決定する。 

６）東京消防庁の VR 防災体験車について運用要領と体験スケジュール表を資料配布。誘致は抽選制。

車両は全長約１２m、幅約 2.5m。階段や待機スペース設置のため約８mx14m の広い敷地が必要。  

  

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第５回役員会 議事録 

日 時：2018 年 10 月３日（水） 19:00～20:00 

場 所：都営第２アパート自治会室  

出席者：堀野、宮本、穂苅、鈴木、天野、小野、堀、荒木、榮田、高畠、諏訪、早川、石賀、土屋、 

大下、榎本、冨樫、（芝浦小学校）三上副校長、（支所）伊藤・木島・瀬戸、 

１．報告・協議事項 

１）９月８日（土）AED 講習会（堀野・榮田・早川）救命入門コース９０分。参加８名。 

・9 月 29 日（土）キャピタルマークタワー防災フロア委員会訓練。AED・初期消火・無線使用訓練。 

・芝浦１丁目町会 地域内のおでん種企業と防災協定を締結した。 
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・メゾン田町 １２月の餅つき大会で 災害時にも役立つ火起こしや発電機を使用する。 

  

２）支所からの報告・連絡：１０月２１日（日）港区総合防災訓練について 

２−１）小雨決行、天候が微妙な場合は当日 7:30 に判定する。 

・役員は 8:30 に現地集合。協議会のヘルメットとベストを着用する。 

・区の備蓄を使用したアルファ米の炊出しと配給は例年通り行う。 

・参加者へ配布する水５００ml ペットボトル約１０００本は、防災課にあるものを使用予定。備蓄が

なければ購入する。 

・区からの参加記念品は、マグネット式小型ライト。芝浦小学校の生徒へはライト付きボールペン。 

・新しいレイアウトのポスター(A4・A3)と総合防災訓練で各団体が提出する書類を配布。役員会に欠席

の町会、自治会へは郵送する。英語版のポスターは最終確認中。地域の掲示板には日本語と英語版を掲

示する。 

・英語版ポスターは出来次第、三田ナショナルコート、メゾン田町、芝浦アイランドへ、支所から配布

する。 

２−２）役割分担：受付（小野・大下） 

配給訓練（鈴木・天野・堀・穂苅・富樫）他の担当役員は担当部署がひと段落したら、配給訓練へ。 

住民誘導・本部連絡（宮本・土屋） 

芝浦小地区防災協議会 PR コーナー（榮田・佐藤・早川） 

防災紙芝居（榎本・高畠） 

２−３）デモンストレーションは、初めて防災士会、芝消防団第８分団、防災協議会が協同で行う。 

担当（穂苅・榮田・荒木）は当日 10:40 に本部テントへ集合し、段取りの確認をする。 

 

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 6 回役員会 議事録 

日 時：2018 年 11 月 7 日（水） 19:00～20:00 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース 

出席者：堀野、穂苅、小野、荒木、高畠、諏訪、早川、大下、榎本、冨樫、（芝浦小学校）三浦校長、 

（支所）木島・瀬戸、 

１．報告・協議事項 

１）芝浦アイランド島まつり１０月２８日（日）：防災会のテントで災害用トイレを展示、組立て、紙

芝居形式のクイズを実施した。 

・キャピタルマークタワー防災フロア委員会訓練 １１月１０日（土）三角巾使用法・初期消火・無線

使用訓練、備蓄施設見学。 

・三田ナショナルコート １１月１７日(土)「防災委員会」を開催する。 

・芝浦１丁目町会 災害用トイレについて、備蓄数について検討中。 

 

２）１０月２１日（日）港区総合防災訓練について 

２−１）支所からの報告：一般参加者数は町会・自治会等 555 名（22 団体、大人 509 名・子供 46 名）、

個人 66 名。芝浦小学校生徒 1146 名と関係機関等を含めて合計 2037 名。 

・校庭（人工芝）で杖をついた方が転倒、大事に至りませんでした。 

・新校舎建築工事のため生徒は教室での訓練参加となったが、来年のやり方については要検討。 
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２−２） 意見・反省： 

・新しいデザインのポスター：わかりにくかった。シンプルでわかりやすいものにしたい。 

・受付：配給票は太マジックで記入するようにする。 

・紙芝居：担当者はアップデートされたスケジュール表を事前にもらうようにする。 

・協議会コーナー：避難所運営マニュアルのまとめと防災マップを配布したが、来年については新しい

配布物を要検討。英語・中国語・韓国語版の防災マップは芝浦小学校の先生も含めて持って行かれる

方が多かった。 

・配給：参加者にお茶 350ml ペットボトル 800 本を配布したが。来年は一般参加者だけにする。 

・今年の炊き出し（「田舎ごはん」アレルギーフリー）は美味しかった。昨年は「五目ごはん」。 

・配給物を入れるダンボール箱は丈夫そうなものを選んで使用する。 

３）芝浦小地区防災協議会規約（修正案）について：小野さんの案と、前回意見に出た細則を取り入れ

て、土屋さんが作成した修正案を配布。次回以降に検討を重ねる。 

４）１２月の役員会は年間スケジュール通りに休会。１月の新年会はなしで、役員会を開催する。 

  

 

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 7 回役員会 議事録 

日 時：2019 年 1 月 9 日（水） 19:00～20:40 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース 

出席者：堀野、穂苅、小野、荒木、榮田、諏訪、早川、土屋、大下、榎本、冨樫、（支所）木島・瀬戸、 

１．報告・協議事項 

１）１２月１３日（水）「安全で安心できるまちづくりの推進に貢献した団体」表彰式。港区役所４階

区長室。出席者：堀野、早川 美穂。  

・１１月４日（日）芝浦アイランド・ケープタワー 災害対策本部立ち上げ・通信連絡訓練。 

・１１月１１日（日）芝浦アイランド自治会 災害対策本部立ち上げ訓練。 

・１２月２日（日）メゾン田町 餅つき。火おこし、発電機使用は災害時にも役立つ。 

・１２月１５日（土）キャピタルマークタワー 災害対策本部立ち上げ訓練。  

・１２月１６日（日）芝浦アイランド・グローブタワー 災害対策チーム発足。 

・１２月１６日（日）三田ナショナルコート餅つき。かまどやガスボンベの使用は災害時にも役立つ。 

・１２月２９日（土）芝消防団第８分団 年末消防特別警戒 

２）普通救命講習２月１６日（土）について、当日の担当スタップ：榮田、大下、冨樫、早川（予定）。 

大下、冨樫、早川は講習も参加。参加要請のチラシを配布。１５名以上の参加が必要。必要器具の運搬

は次回役員会で決める。 

３）今年度予算で防災備蓄の充実を図るために、ヘルメットに装着できるヘッドライトを購入する（計

10 万円前後）。停電時の避難所運営に役立てる。他に提案は防災バックパック。 

４）規約の見直しについて協議し、次回の役員会で修正案を確認する。 

５）ソレイユ田町自治会（管理組合）が次年度より当協議会に加入する意向。 

 

２．支所からの報告・協議事項 

２−１）２０１９年港区総合防災訓練（芝浦会場）の日程は１０月２７日（日）の予定。 

次回は芝浦幼稚園も参加したい意向。 
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２−２）「芝浦港南地区で暮らす方への防災情報」ちらし１枚の紹介。芝浦港南地区情報誌「べいあっぷ」

１２月号の付録にもなっている。在宅避難を快適に過ごすための情報をまとめた。  

（意見）震災後のエレベーターや水道管の点検・復旧について迅速に進むよう区から働きかけてほしい。 

２−３）２０１８年度協議会支援用物品について。総合防災訓練や災害時に避難所で使用できる町会・

自治会名を記載したプラカードを予定。 

２−４）芝浦小学校の協議会用備蓄倉庫内にあった災害時女性用トイレは、マンホールトイレを保管し

ている備蓄倉庫に移動した。  

２−５）港区 280MHz 防災ラジオの再配布は１月末頃の予定。 

  

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 8 回役員会 議事録 

日 時：2019 年 2 月 6 日（水） 19:00～20:00 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース 

出席者：堀野、宮本、穂苅、小野、荒木、榮田、諏訪、早川、石賀、土屋、大下、冨樫、（支所）瀬戸 

１．報告・協議事項 

１）１月２２日（火）キャピタルマークタワー 港区 280MHz 防災ラジオを中央管理室に設置。  

・１月 芝浦アイランド・グローブタワー 新たに発足した災害対策チームが防災に関する注意事項を

各戸に投函した。  

・ １月 芝浦一丁目町会 防災備蓄として、災害用トイレ１日使用分を１０００個購入した。 

（意見）トイレットペーパーやゴミ袋の用意は無い。各個人での準備を進めたい。 

２）普通救命講習２月１６日（土）について：2 月６日時点で参加予定者は１９名。当日の担当スタッ

フ：大下、冨樫、早川。大下、冨樫、早川は講習も参加。 

必要器具は、前日 17 時に芝消防署へ早川が取りに行き、みなとパーク芝浦区民協働スペース多目的室

２・３に搬入する。芝消防署への返却は穂苅さんが担当する。屋外荷捌き駐車場を支所が確保。 

当日受付用の筆記具などは堀野会長が持参。普通救命テキストの不足分については榮田さんが芝消防署

と相談する。  

３）今年度予算で防災備蓄の充実を図るために、ヘルメットに装着できるヘッドライト（モンベル社 パ

ワーヘッドランプ 2900 円）を購入した。停電時の避難所運営に役立てる。 

４）規約の見直しについて協議した。次回の役員会で修正案を確認し、総会に上程する。 

５）今後の予定について：役員会を３月６日（水）、４月３日（水）、５月９日（木）に開催する。平成

３０年度定期総会は５月１６日（木）に開催する。定期総会の場所、６月以降の役員会の日程、次年度

の普通救命講習などの実施については次回役員会で検討する。 

 

２．支所からの報告・協議事項 

２−１）芝浦小地区防災協議会が「安全で安心できるまちづくりの推進に貢献した団体」として１２月

に表彰されたことについて、芝浦港南地区情報誌「べいあっぷ」に掲載される予定。 

２−２）平成３０年度協議会支援用物品について。総合防災訓練や災害時に避難所で使用できる町会・

自治会名を記載したプラカードを予定。他からの提案もあり、団体名はテープで貼り、あとで修正がで

きるものにする。 

２−３）港区 280MHz 防災ラジオの再配布（自己負担金 1000 円）は１月末から開始されたが、配布予

定数が終了すると、また一時中止となる予定。 



 

17 

  

２０１８年度 芝浦小地区防災協議会 第 9 回役員会 議事録 

日 時：2019 年 3 月 6 日（水） 19:00～20:15 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース 

出席者：堀野、穂苅、天野、小野、荒木、榮田、高畠、諏訪、早川、土屋、大下、（支所）瀬戸 

１．報告・協議事項 

１）普通救命講習２月１６日（土）：申込み２６名、当日受講者１５名。認定証は榮田さんが消防署で

受け取り、堀野会長が受講者に郵送。一名はすでに消防署から受取り済み。 

次回は役員集合９時、講習９時半〜１２時半にしたい。メール以外の FAX 申込みなどは、参加確認票

を送るなどで連絡なき当日不参加を減らしたい。次年度も普通救命講習３時間と AED 使用訓練９０分

を開催する。開催時期については次回検討する。 

２）メゾン田町 防災協議会で購入したヘッドライトを自治会で紹介した。次年度に防災備蓄に追加す

るかどうか検討する。 

・都営芝浦第２アパート 防災備蓄の入れ替えで保存水や食料を手配。 

・芝浦１丁目町会 防災備蓄の災害用トイレに追加して、衛生用品（マスク、女性用品等）を搬入した。

アルファ米５０食ケース単位の購入を検討しているが、賞味期限切れ前の入れ替え方法が課題。（意見：

お祭りなどで配布する。アルファ米のお赤飯は好評。他のマンションでは１食分サイズを備蓄し、入れ

替え時には希望者に配布した。自宅避難の災害用備蓄食料は少なくとも７日分をと言われているが、量

の妥当性や、マンションでエレベーターが止まった時の運搬など、議論を進められたい。数週間分を備

蓄している家庭の例もある。自宅避難のために携帯トイレの備蓄も重要。） 

・三田ナショナルコート ２年前に受けた区の防災診断アンケートについて結果説明があった。今後の

防災活動に役立てる。 

３）２０１８年度総会・懇親会 日時：5 月１６日（木）１８：００〜。懇親会予算：５０００円。 

会場：「百代茶屋」芝浦３−４−１ グランパークビル B 1 （電話 03-5441-2118） 

総会資料の活動報告作成は早川が担当。その他資料の作成、副会長の選任などを次回検討する。 

４）規約の見直しについて協議した。日付は西暦にする。総会に上程する。 

５）次年度の役員会について：８月７日（水）は東港自治会、９月４日（水）は三田ナショナルコート、

１０月２日（水）は都営第２アパート自治会室、１１月６日（水）はシティハイツ芝浦の集会室で開催

する。その他の役員会はみなとパーク芝浦で開催する。 

 

２．支所からの報告 

２−１）東京都水道局では災害時に区民避難所も給水拠点となるよう整備する予定。 

２−２）港区 280MHz 防災ラジオの再配布（自己負担金 1000 円）は１月末から開始されたが、３月５

日の受付でまた在庫がなくなり、配布を一時中止中。追加での配布を準備中。 

２−３）今年の芝浦小学校での港区総合防災訓練について、小学生の訓練の一部をグラウンドで実施す

るか、今後検討する。  

 

以上 


