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 ２０１９年度 定期総会 審議事項 

 

     第１号議案 ２０１９年度事業報告     

第２号議案 ２０１９年度会計報告    

第３号議案 ２０１９年度監査報告     

第４号議案   ２０２０年度事業計画（案）    

第５号議案     ２０２０年度事業予算（案）    

第６号議案    役員選任について（案） 

 

 

 平素は、防災協議会の活動にご理解・ご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 昨年の台風 15、19 号では首都圏に想定外の被害が発生。河川の氾濫に加えて、都市部では大量

の雨水が下水道から川に排出できず、地上にあふれ出る内水氾濫を引き起こしました。川崎市や世

田谷区のマンションや病院の内部にまで大量の浸水が起き、予想外の事態を招く結果になりました。

さらに今年の新型コロナウイルス感染の拡大では、感染被害も大変ですが、マスク・消毒薬・トイ

レットペーパーなど生活物資がスーパーなどの店頭からなくなり、かつてのオイルショック時の買

い占め現象の再現となりました。もしもの時の「災害に備える」ことは「大地震」だけでなく気象

災害、感染症でも同様なのではないでしょうか。日頃からの心構えと準備がいかに大切か貴重な教

訓です。 

 令和 2年 5月に予定しておりました、2019年度・定期総会につきましては、新型コロナウイル

スの国内での感染状況「緊急事態宣言発令」を踏まえ、感染の拡大の防止と出席者の健康・安全を

確保するため、書面での開催とさせていただきます。本来は、会議にご参集いただき、審議・ご承

認いただく必要がありますが、書面会議となりますことをご理解下さいますようお願いいたします。 

以下、２０１９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 ２０１９年度事業報告 

 

（１）２０１９年度については役員会を 10 回開催。  

  ※ 活動内容の詳細は巻末（p.8~）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）２０１９年１０月２７日（日）港区総合防災訓練を共催。  

（３）２０１９年９月７日（土）普通救命訓練（３時間）と２０２０年２月８日（土）AED 使用

訓練（９０分）を地域住民対象に実施。 

http://shibaura-bousai.org/
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第２号議案 ２０１９年度会計報告 

（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 34,846 定例役員会 

臨時役員会 

 

会費  270,000 20,000×4 町会 

5,000×12 自治会 

10,000×13 事業所 

事業費 108,719 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 10,647 コピー用紙、封筒等 

総会会費 200,000  総会費 200,000 総会懇親会 

受入利息 0  通信費 19,060 はがき、切手等 

   交際費 25,000  

   次期繰越金 312,164  

合計 710,436  合計 710,436  

 

 

 

 

第３号議案 ２０１９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。 

 

２０２０年４月２８日 会計監査 金原 時成 ㊞ 

 

   会計監査 岡田 祥男 ㊞ 

 

 

 

第４号議案 ２０２０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５号議案 ２０２０年度事業予算（案） 

（２０２０年４月１日～２０２１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 312,164 

 

 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 400,000 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 200,000  総会費 200,000 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 

147,164  

合計 842,164  合計 842,164  

      

 

【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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第６号議案 役員選任について（案） 

 

役員の選任について、ご承認をお願いいたします。役員候補者は以下のとおりです。 

 

協議会役員 （協議会内役職）  

三田ナショナルコート 会長 堀野 国雄 

芝浦 1丁目町会 副会長 穂苅 祥一  

メゾン田町自治会 副会長 諏訪 泰信 

キャピタルマークタワー防災会 書記 早川 美穂 

東港自治会 会計 小野 明 

芝浦 2丁目町会 幹事 関口 陽市 

芝浦３・４丁目町会 幹事 奥村 治彦 

海岸２・３丁目町会 幹事 加藤 知朗 

都営芝浦第２アパート 幹事 鈴木 良夫 

都営芝浦第２アパート 幹事 天野 忍 

トミンハイム自治会 幹事 佐藤 尊 

芝浦アイランド自治会 幹事 榮田 宏光 

芝浦アイランド自治会 幹事 荒木 寿子 

芝浦アイランド自治会 幹事 石井 知恵子 

芝浦アイランド自治会 幹事 中川 涼子 

芝浦アイランド自治会 幹事 宇野 純夫 

キャピタルマークタワー防災会 幹事 細川 政弘 

キャピタルマークタワー防災会 幹事 石賀 幹春 

キャピタルマークタワー防災会 幹事 土屋 準 

三田ナショナルコート自治会 幹事 大下 登美子 

三田ナショナルコート自治会 幹事 榎本 あゆみ 

シティハイツ芝浦自治会 幹事 冨樫 尚夫 

メゾン田町自治会 幹事 高畠 弘子 

ソレイユ田町防災会 幹事 笹川 由紀子 

ソレイユ田町防災会  幹事 小山 知良 

秀和田町レジデンス自治会 幹事 本田 三徳 

芝浦 2丁目町会 顧問 宮本 栄一 

芝浦３・４丁目町会 会計監査 金原 時成 

芝浦１丁目町会 会計監査 岡田 祥男 
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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 秀和田町レジデンス自治会 自治会長 島澤 常彦 

7 芝浦第２アパート自治会 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 芝浦アイランド自治会 自治会長 伊藤 温男 

11 キャピ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 マリンシティダイヤモンド自治会 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 ソレイユ田町防災会  防災会長 小山 和良 

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都市開発ビルサービス（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 新井 樹夫 

2 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 課長  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 三田警察署 警備課長  小林 淳 

5 芝消防署 警防課長 六川 光史 
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6 芝消防署・芝浦出張所（2020年 4月〜） 所長 飯村 保則 

7 芝消防団・第 8分団 分団長代行 加藤 知朗 

8 港区立芝浦小学校 校長 三浦 和志 

 9 芝浦小学校ＰＴＡ 会長 桧垣 奈津美 

 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 芝浦 1丁目町会 副会長 穂苅 祥一  

3 メゾン田町自治会 副会長 諏訪 泰信 

4 キャピ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 2丁目町会 幹事 関口 陽市 

7 芝浦３・４丁目町会 幹事 奥村 治彦 

8 海岸２・３丁目町会 幹事 加藤 知朗 

9 都営芝浦第２アパート 幹事 鈴木 良夫 

10 都営芝浦第２アパート 幹事 天野 忍 

11 トミンハイム自治会 幹事 佐藤 尊 

12 芝浦アイランド自治会 幹事 榮田 宏光 

13 芝浦アイランド自治会 幹事 荒木 寿子 

14 芝浦アイランド自治会 幹事 石井 知恵子 

15 芝浦アイランド自治会 幹事 中川 涼子 

16 芝浦アイランド自治会 幹事 宇野 純夫 

17 キャピタルマークタワー防災会 幹事 細川 政弘 

18 キャピタルマークタワー防災会 幹事 石賀 幹春 

19 キャピタルマークタワー防災会 幹事 土屋 準 

20 三田ナショナルコート自治会 幹事 大下 登美子 

21 三田ナショナルコート自治会 幹事 榎本 あゆみ 

22 シティハイツ芝浦自治会 幹事 冨樫 尚夫 

23 メゾン田町自治会 幹事 高畠 弘子 

24 ソレイユ田町防災会 幹事 笹川 由紀子 

25 ソレイユ田町防災会  幹事 小山 知良 

26 秀和田町レジデンス自治会 幹事 本田 三徳 

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（2020年 4月〜） オブザーバー 飯村 保則 

30 芝浦３・４丁目町会 会計監査 金原 時成 

31 芝浦１丁目町会 会計監査 岡田 祥男 
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 ２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第 1 回役員会 議事録 

日 時：2019 年 4 月 3 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、笹川、小山、早川、大下、榎本、冨樫（支

所）瀬戸、木島、中村 

１．報告・協議事項 

１）新規加入・新役員の紹介：ソレイユ田町 管理組合・自治会 笹川さん、防災会 小山さん 

２）メゾン田町 多数の居住者が港区 280MHz 防災ラジオに申し込み。 

・芝浦アイランド 総合防災計画の見直しに着手。 

・三田ナショナルコート 高層マンションの住民意識についてアンケートを実施中。６月中旬に自主防

災訓練を開催予定。災害用備蓄飲料水の入れ替えで、賞味期限の近い保存水を６月の防災訓練や８月の

花火大会で配布予定。 

・芝浦１丁目町会 飲料水、災害用トイレ、衛生用品、食器などを地域内のタワーマンションに無償で

借りた倉庫に備蓄。マンションでエレベーターが止まった時の運搬や配布方法などが課題。  

 

３）平成３０年度総会・懇親会 日時：5 月１６日（木）１８：００〜。懇親会費用：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） 

・総会資料の素案を確認、検討。修正したものを次回役員会で決定する。 

・日付は西暦にする。昨年の総会後に意見があった通り、議事録は巻末に掲載する。 

・１２月に「安全で安心できる港区にする条例」に基づき、安全で安心できるまちづくりの推進に貢献

した団体として区長から表彰された件については、冒頭のあいさつ文に含める。 

・当日の役割分担 司会と受付は次回の役員会で決定する。監査報告、来賓・乾杯・閉会のあいさつに

ついては堀野会長が確認、依頼する。会計監査日は４月中を予定。 

 第１号議案 ２０１８年度事業報告と第５号議案 ２０１９年度事業計画（案）報告：榮田。 

 第２号議案 ２０１８年度会計報告と第６号議案 ２０１９年度事業予算（案）報告：小野。 

 第４号議案 協会規約改正（案）：堀野。  

・協議会規約は総会で承認後、ホームページをアップデートする。 

・印刷は例年通り芝浦１丁目の社会福祉法人みなと工房に依頼する。 

 

４）支所からの報告：新年度からの体制について  

芝浦港南地区総合支所 総合支所長 星川邦昭氏（産業・地域振興支援部長兼務）、 

           副総合支所長（管理課長兼務）遠井基樹氏（新任） 

           協働推進課長 土井重典氏（新任） 

           まちづくり課長 富永純氏（新任）  

           区民課長 野々山智氏（新任） 

           協働推進課担当 瀬戸元太氏、中村敦樹氏（新任） 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第２回役員会 議事録 

日 時：2019 年 5 月 9 日（木） 19:00～20:00 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース 
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出席者：堀野、宮本、穂苅、関口、天野、小野、荒木、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、石賀、土屋、

大下、榎本、冨樫（支所）伊藤、瀬戸、中村 (防災危機管理室 防災課) 防災係：大船係長、地域防

災支援係：井上係長、川田 

１．報告・協議事項 

１）本庁 防災危機管理室防災課からの報告： 

１−１）港区家具転倒防止器具等の助成制度の案内。前年度から変更点無し。 

１−２）防災基礎講座 土曜昼間コース（６月１５日（土））と平日夜間コース（６月２５日（火）・７

月４日（木）の２日間）受付期間は５月１１日（土）〜２７日（月）。町会・自治会に案内を送付済み。 

 

２）支所からの報告： 

２−１）防災に関する各種助成等制度について：前年度から変更点無し。 

２−２）港区総合防災訓練 10 月２７日（日）実施計画について： 

・起震車は会場の工夫次第で実施の可能性あり。６月に会場レイアウトのアップデートを報告する。 

・芝浦小学校の仮校舎が完成。小学生の訓練は今年も校舎内で実施予定。 

・配給訓練の場所は、一昨年と同じ炊出し訓練の横に戻る。 

・新たな訓練項目について、あれば次回の役員会で提案されたい。 

 

３）平成３０年度総会・懇親会について：5 月１６日（木）１８：００〜。懇親会費用：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） 

・役員は１７：３０に現地集合。 

・当日の役割分担 司会：冨樫。受付：大下、小野、穂苅（懇親会費 5000 円を受付で徴収する。） 

・領収書と出席者名簿を堀野会長が持参。５月９日時点での参加者数は３９名。 

・総会資料の最終確認。５月１０日の午前中に７０部の印刷を芝浦一丁目の社会福祉法人みなと工房に

依頼し、当日１７：３０に会場で受け取る。 

・第４号議案 協議会規約改正（案）にて、現役員の留任と、副会長２名（諏訪、穂苅）を提案する。 

・グランドメゾン田町自治会は２年にわたり会費が未納で連絡もなく、脱会とする。 

・細則の自治会数を１２に変更し、２０１９年度事業予算案も修正する。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第 3 回役員会 議事録 

日 時：2019 年 6 月 5 日（木） 19:00～19:50 

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、榮田、高畠、諏訪、早川、石賀、大下、榎本、冨樫         

      （支所）瀬戸、中村  

１．報告・協議事項 

１−１）５月１６日（木）定期総会（グランパークビル B1 百代茶屋）参加数４１名、懇親会参加３９

名（４町会、１１自治会、４事業所、３関係機関）。 

・５月２５日（土）普通救命講習会の打合せ（堀野・榮田、芝浦小 PTA２名）。講習会と会場は９月７

日（土）１３〜１６時の３時間コースで仮予約。早めに７月半ば頃から宣伝をはじめ、２０名以上の参

加人数にしたい。チラシは協議会で作成し、PTA 分の印刷は芝浦小で行う。 
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・５月２６日（日）芝消防団ポンプ操法大会（堀野・榮田・小野・榎本）。地元の第８分団は２位。 

・６月１日（土）芝公園で総合水防訓練の見学（堀野・榮田・小野・諏訪）。台風や大雨に備えるため、

第１消防方面内各消防署と消防団等と区が合同で行った。水没した車の救助など。 

 

１−２）町会・自治会等の活動報告： 

・５月１８日（土）芝浦アイランド：日本トイレ研究所の講師で災害時のトイレセミナーを開催した。

（参考意見：東京都ではトイレに特化したセミナーが無い。） 

・６月１日（土）芝浦１丁目町会こどもまつりを開催した。町会の備蓄で救急箱の中身が 1 年で入れ替

えが必要になっている。（参考意見：マンションでは救急箱の中の必要最低限のものだけを補充してい

るところや、イベント開催時にも利用しているところがある。） 

・６月８日（土）芝浦アイランド グローヴタワー：防災訓練。 

・６月８日（土）キャピタルマークタワー：フロア委員の防災勉強会。初期消火訓練、三角巾の取り扱

い訓練、無線機使用訓練など。 

・６月３０日（日）三田ナショナルコート：防災訓練を開催予定。６月１５日の自治会役員会で内容を

検討する。（参考意見：支所から紹介された隔壁訓練用の業者は価格と利便性から推奨できる。） 

・７月７日（日）キャピタルマークタワー：マンション全体の安否確認と情報連携訓練、起震車体験、

初期消火訓練。（意見：自治会・防災会で災害時の要配慮者を把握するのは、個人情報保護法や守秘義

務などで引き続き難しい状況。） 

 

２）支所からの報告：港区総合防災訓練 10 月２７日（日）実施計画について： 

・芝浦小学校の仮校舎が完成したが、訓練の会場レイアウトは検討継続中。次回の役員会で報告する。 

・消火栓訓練を３、４年前に実施した隔壁破壊訓練に変更するか、消防署と検討する。 

・芝浦小地区防災協議会コーナーでの実施項目について: 港南地区はパネル展示のみで、台場地区では

備蓄品の◯×アンケートを実施した。次回の役員会でさらに検討する。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第４回役員会 議事録 

日 時：2019 年８月７日（木） 19:04～20:01 

場 所：東港自治会集会室  

出席者：堀野、穂苅、小野、堀、荒木、榮田、諏訪、早川、石賀、大下、榎本、冨樫、本田 

（支所）瀬戸、三浦 

１．報告・協議事項 

１−１）普通救命講習会９月７日（土）１３〜１６時開催について、チラシは芝浦小 PTA に夏休み前に

配布済み。本日付け参加申込み人数は１５名。定員３０名。２、３回目の受講も歓迎であり、町会・自

治会でも多くの参加を呼びかけてほしい。当日の手伝い：堀野・穂苅・榮田・早川。消防団に指導補助

を依頼。必要器具は午前中に消防署へ取りに行く（担当：穂苅・榮田）。 

会議室の鍵は防災センターで受領・返却、駐車場所確保を確認する（支所）。 

１−２）町会・自治会等の活動報告： 

・６月８日（土）キャピタルマークタワー：防災フロア委員の勉強会。初期消火訓練、三角巾の取り扱

い訓練、無線機使用訓練、防災マニュアルの説明など。約２０名参加。 
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・６月３０日（日）三田ナショナルコート：防災訓練を開催。隔壁訓練を実施し、好評だった。参加人

数が１割程度の横ばいで、参加率を上げるのが課題。 

・７月７日（土）キャピタルマークタワー：マンション全体の安否確認と情報連携訓練、初期消火訓練。

予定していた起震車体験は中止。約１４０名参加。 

・７月７日（土）メゾン田町：子供向けイベントで七夕まつり。火を使用して焼き鳥、焼きそば、ホッ

トドック等を提供。水素ガス自動車での炊出し（近隣事業所の協力）。消防車の試乗体験。 

・８月２５日（日）三田ナショナルコート：子供向け花火大会を開催予定。火の始末を学んでもらう。 

・芝浦一丁目のマンションで居住者の世帯構成アンケートを実施し、折り畳み式ヘルメットを全戸配布

予定。アンケートの回収率は約７割。  

  

２．支所からの報告 

２−１）支所協働推進課の担当替え、中村さん➔三浦さんに変更。 

２−２）港区総合防災訓練 10 月２７日（日）実施計画について： 

・起震車の配置場所を調整・検討中。他の自治体の小型タイプを借りることもあわせて検討中。 

・東京消防庁「まちかど防災訓練車」（小型の防火防災訓練専用車両）の抽選に外れる。来年度は訓練

項目に加えたい。また、隔壁破壊訓練も訓練項目に加えたい。  

・当日の役割分担は次回の役員会で決める。 

・総合防災訓練のポスター・チラシの町会・自治会への配布枚数を確認。出来次第９月上旬に配布する。 

・プラスチック削減への関心が高まっており、総合防災訓練でも配給訓練時のプラスチック袋配布削減

などに取り組んでいきたい。（意見：早速今年からポスターに箱や袋の持参を記載してはどうか。） 

・７月２３日（水）地域防災連絡会（事業所を対象）開催、活動報告と池袋防災館での体験学習。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第５回役員会 議事録 

日 時：2019 年 9 月 4 日（水） 19:02～20:04 

場 所：三田ナショナルコート集会室  

出席者：堀野、穂苅、本田、天野、小野、荒木、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、石賀、土屋、大下、

榎本（支所）瀬戸、三浦 

１．報告・協議事項 

１−１）９月７日（土）普通救命講習会（場所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース）１３〜１６時

開催について、本日付け参加申込み人数は２４名。当日の手伝い：堀野・穂苅・榮田・大下・早川。消

防団から指導補助２名。必要器具は午前中１１時に芝消防署へ取りに行く（担当：穂苅・榮田）。役員

集合１２：３０。会議室の鍵は防災センターで受領・返却、駐車場所確保を確認する（支所）。 

１−２）町会・自治会等の活動報告： 

・芝浦２丁目町会の防災協議会担当替え：関口さん→本田さんに変更。 

・秀和田町レジデンスの総会で新理事長に島澤常彦さんが就任。 

・芝浦アイランド：防災計画の見直しを行い、１１月に完成予定。 

・８月１０日（土）ソレイユ田町で安否確認訓練を実施。非常ベルを鳴らし、安否確認マグネットシー

トを玄関のドアに貼る、タオルや紐を出すなど居住世帯の約半分が参加。役員で発電機の作動も確認。

訓練に不参加だった人向けにマニュアル説明会を開催するなどが今後の課題。 
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・８月２５日（日）三田ナショナルコート：子供向け花火大会を開催。正しい火の使用法を説明した。  

・８月３１日（土）東港自治会夏祭り 

１−３）「救急医療週間」９月８日〜１４日の一環として、芝消防署より日頃から救急業務に深い理解を

示す団体に芝浦小地区防災協議会が選ばれ、感謝状を授与される。９月１０日〜２０日の平日に日程を

調整の上、支所の会議室で感謝状をいただく。（参加予定：堀野・諏訪・大下） 

１−４）港区総合防災訓練で、協議会の配給物資は今年もペットボトルのお茶を用意する。  

 

２．支所からの報告・協議事項 

２−１）港区総合防災訓練 10 月２７日（日）実施計画について： 

・起震車は配置場所の関係で今年度は中止。来年度は千代田区の小型タイプを借用したい。 

・当日の役割分担（受付、住民誘導・本部連絡、PR コーナー、炊き出し・配給、防災紙芝居、デモン

ストレーション）は次回の役員会で決める。 

・デモンストレーション担当３名は、当日１０：３５に本部テント集合する。 

・総合防災訓練のポスター・チラシと必要書類（避難報告書／物品受領書、組織別被害等状況報告書、

防災訓練通知書、自衛消防訓練通知書）を町会・自治会に本日から配布、または郵送する。 

・プラスチック削減への関心が高まっており、来年度の総合防災訓練に向けて配給訓練時のプラスチッ

ク袋配布削減や袋持参の周知を図っていきたい。今年は例年通り、袋を用意する。 

・港区からの参加記念品は、今年度は携帯トイレ。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第６回役員会 議事録 

日 時：2019 年 10 月 2 日（水） 19:00～20:17 

場 所：都営第２アパート自治会室 

出席者：堀野、宮本、穂苅、本田、鈴木、天野、加藤、小野、荒木、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、

石賀、大下、榎本、冨樫 (支所)伊藤、瀬戸、三浦（まちづくり課）富永、吉田、篠崎 (首都圏総合計画

研究所)北島、吉川 

１．報告・協議事項 

１−１）９月７日（土）普通救命講習会（場所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース）１３〜１６時

開催について、当日受講者は２７名。救命技能認定証は１０月３日に受講者へ発送する。今回は受講中

の一時保育について自前で対応したが、今後は保育スペースの確保や有資格者の派遣を区に依頼できな

いか確認する。 

１−２）町会・自治会等の活動報告： 

・９月８日（日）芝浦アイランド・ケープタワーで防災訓練。隔て板蹴破り、消火訓練、AED 使用訓

練、各階と本部との無線連絡訓練など。参加者１００名程度。 

・１０月２０日（日）芝浦アイランド島まつり。防災会ブースで簡易トイレや携帯トイレの使用方法を

説明する。 

１−３）９月１９日（木）支所の会議室にて、芝消防署より救急業務に深い理解を示す団体への感謝状

を授与された。（参加：堀野・諏訪）感謝状は支所に掲示予定。  

１−４）港区総合防災訓練での協議会の配給物資は、伊藤園のお茶 280ml を８００本注文した。 
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２．支所からの報告・協議事項 

２−１）まちづくり課から「芝浦・海岸地区 震災復興まちづくり訓練」（全３回）について 

日程：１１月１５日（金）・１２月１６日（月）・２月７日（金）、時間はいずれも 19 時〜２１時。 

場所：芝浦区民協働スペース。参加費：無料。なるべく全３回に参加できる方をお願いする。 

2017 年度は白金５・６丁目地区、2018 年度は白金台４丁目地区で実施した。町会・自治会ごとに１〜

２名程度の参加申し込みを呼びかけてほしい。（申込〆切：１０月３１日（木）まで。）他に港区在住・

在勤・在学の方を対象に２０名程度を公募する。（１０月２１日付け「広報みなと」に掲載される。） 

防災組織づくりの手がかりになる。白金・白金台とは異なる在宅避難の地域特性を取り入れた訓練内容

にする。町会・自治会だけでなく、ワーキンググループからの参加も歓迎。 

２−２）港区総合防災訓練 10 月２７日（日）について：役員は 8:30 に現地集合。 

・役割分担：住民誘導・本部連絡（宮本）、受付（土屋・大下）、芝浦小地区防災協議会 PR コーナー(加

藤・榮田)、配給訓練（鈴木、天野、冨樫、穂苅、早川）、防災紙芝居（高畠、榎本）、本部（諏訪） 

・デモンストレーション担当３名（穂苅・榮田・荒木） 

・港区からの参加記念品は、今年度は携帯トイレ。 

・新しい町会・自治会用のプラカードは受付の横に並べておく。引率代表者が当日の訓練会場で使用後

は持ち帰る。 

 

 

２０１９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 11 月 6 日（水） 19:00～20:33 

場 所：シティハイツ芝浦 集会室 

出席者：堀野、穂苅、本田、鈴木、小野、石井、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、大下、榎本、冨樫 

 (支所)瀬戸・三浦 

１．報告・協議事項 

１）港区総合防災訓練 10 月 27 日（日）について：参加者数 1870 名（芝浦小学校 1169 名と関係機関

等を含む）。一般参加者数は町会・自治会等 392 名（17 団体）、事業所 12 名、個人 29 名。 

意見・反省： 

・受付：昨年提案した太マジックは用意されていた。報告用紙の記入作業や、個人参加者の配給票受け

渡しについて、港区の担当者との連携準備や段取りが要改善。  

・紙芝居（芝浦小１年生向け）：学校側とクラスの移動スケジュールを再確認する。 

・配給：今年のダンボール箱は丈夫なものが用意されていた。前年度の受付簿があれば、ダンボール箱・

を組み立てる必要数が把握できる。プラスチック削減への関心は１年後にはさらに高まっていると思わ

れ、来年度の総合防災訓練は袋持参の周知を図るか等が今後の課題。 

・協議会コーナー：来年はボードを貼るテープを用意する。 

・町会・自治会の参加は前年度の 22 団体から減少した。お祭りや総会と重なったところもあったが、

過去３〜４回分のデータを検証し、参加者を増やすよう検討する。 

・新しいプラカードについて、防災協議会非加入の２団体から質問があった。 

２）町会・自治会等の活動報告： 

１０月３日・４日：ソレイユ田町 防災マニュアル説明会。５８世帯中４４世帯が参加した。 

１０月２０日（日）芝浦アイランド島まつり。防災会ブースで災害用トイレの使用方法を説明した。 
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１０月２７日（日）芝浦１丁目町会 総合防災訓練参加後、町会で消防ポンプ使用訓練。 

１１月２日（土）キャピタルマークタワー 防災フロア委員会訓練。 

１１月１５日（金）・１２月１６日（月）・２月７日（金）「芝浦・海岸地区 震災復興まちづくり訓練」

（全３回）19 時〜２１時。場所：芝浦区民協働スペース。（穂苅・榮田・諏訪・大下） 

１２月７日（土）芝浦港南地区「区長と区政を語る会」（堀野・諏訪） 

１２月８日（日）メゾン田町 餅つき。災害時に役立つ火おこしや発電機を使用。 

３）心配蘇生と AED 使用法訓練（９０分。場所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース）：２月開催で

日程を調整する。 

 

２．支所からの報告・協議事項 

２−１）１０月１３日、台風１９号接近と高潮警報発表で、港区では【警戒レベル４】避難勧告を発令

した。みなとパーク芝浦に避難所が開設され、区民協働スペースに６０名弱が避難した。 

２−２）総合防災訓練で申し込み受付をしていた防災ラジオについて、受け取り日程の状況を確認する。

暴風雨で防災行政無線は聞こえないとき、防災ラジオや港区防災情報メールは有効であった。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第８回役員会 議事録 

日 時：2020 年 1 月 8 日（水） 19:00～19:58 

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、本田、天野、小野、荒木、榮田、諏訪、早川、土屋、大下、(支所)瀬戸・三浦 

１．報告・協議事項 

１）１２月７日（土）芝浦港南地区「区長と区政を語る会」（参加：堀野・諏訪） 

２）１１月１５日（金）・１２月１６日（月）・２月７日（金）「芝浦・海岸地区 震災復興まちづくり

訓練」（全３回）19 時〜21 時。場所：芝浦区民協働スペース。（参加：穂苅・榮田・諏訪・大下、他） 

意見：災害において、地域の絆と能動的に行動することが重要。在宅避難である地域特性を取り入れた

訓練内容であってほしい。 

３）２月６日（木）〜７日（金）第２４回「震災対策技術展」（10:00~17:00 場所：パシフィコ横浜 D

ホール）参加無料、ホームページで事前登録制。地震や気象災害に関する対策製品展示やセミナー開催。 

４）２月 8 日（土）心肺蘇生と AED 使用法訓練（１０時から１１時３０分。場所：みなとパーク芝浦 

区民協働スペース）参加対象は小学４年生以上。定員３０名（最低１５名）。芝浦小 PTA へは通知済。

町会・自治会・マンションでも参加勧誘をお願いする。今回は港区の保育派遣サービスを用意した（４

ヶ月〜就学前、３人まで）。保育の申し込みは３週間前までにする。当日の手伝い（集合９時３０分）：

堀野・榮田・穂苅・荒木・諏訪・早川。使用機材は芝消防署芝浦出張所へ借りに行く（榮田・穂苅） 

５）防災地下施設（地下放水路）の見学会を企画する。 

６）総会の日程と５月以降の役員会スケジュールは次回検討する。 

２．町会・自治会等の活動報告 

・芝浦１丁目のマンション（８４戸）では防災備蓄品として折りたたみヘルメット（ミドリ安全（株）、

業界最薄 3.3cm）を購入した。 
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３．支所からの報告・協議事項 

３−１）昨年の港区総合防災訓練 10 月 27 日（日）：参加者数 1870 名（芝浦小学校 1169 名と関係機関

等を含む）。一般参加者数は町会・自治会等 392 名（17 団体）、事業所 12 名、個人 29 名。過去４回分

の町会・自治会の参加実績を確認した。昨年の参加者数が前年度から減少し、お祭りや総会と重なった

ところもあったが、参加者が増えるよう検討を継続する。 

３−２）昨年１０月１３日、台風１９号接近と高潮警報発表で港区では【警戒レベル４】避難勧告を発

令した。みなとパーク芝浦に避難所が開設され、区民協働スペースに６０名弱が避難。避難者数、年齢

層などについて確認した。区の想定以上に避難者が集まり、特に１０歳以下のお子さん連れの家族が多

かった。意見：避難指示・勧告はもっと地域ごとにきめ細かくしてほしい。新たに転入された方々に在

宅避難地域であることを知らせてほしい。避難実績について検証し、今後の対策に生かしてほしい。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第９回役員会 議事録 

日 時：2020 年 2 月 5 日（水） 19:00～20:21 

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、本田、荒木、石井、榮田、諏訪、早川、大下、榎本、冨樫、中川、宇野、

学生インターン見学２名 (支所)瀬戸・三浦 

１．報告・協議事項 

１）新役員の紹介：芝浦アイランド グローヴタワー 中川さん、宇野さん。 

２）２月 8 日（土）心肺蘇生と AED 使用法訓練（１０時から１１時３０分。場所：みなとパーク芝浦 

区民協働スペース）本日時点の申込者数１０名。今回は港区の保育派遣サービスを用意し,希望者１名（１

歳児）。当日の手伝い（集合９時３０分）：堀野・榮田・穂苅・荒木・諏訪・早川。使用機材は芝消防署

芝浦出張所へ借りに行く（現地集合９時。榮田・穂苅） 

３）２月７日（金）「芝浦・海岸地区 震災復興まちづくり訓練」（全 3 回）：３回目の訓練が開催され

る。19 時〜21 時。芝浦区民協働スペース。（参加：穂苅・榮田・諏訪・大下、堀野他） 

４）防災地下施設（首都圏外郭地下放水路）の見学会を３月８日（日）に実施する。 

５）新型コロナウィルスについて：（意見）食料・水・衛生用品などの備蓄や、正しい情報を正しく伝

える、パニックにならない、など避難所運営や日頃の防災対策と共通である。 

６）総会は５月１４日（木）に予定。５月以降の役員会スケジュールを次回検討する。 

 

２．町会・自治会等の活動報告 

・芝浦１丁目町会：防災備蓄品としてアルファ米（尾西食品）５００食を購入した。  

・芝浦アイランド グローヴタワー：防災備蓄品として災害用トイレ（一箱５０セット入り／世帯）を

居住者に配布中。４００世帯中、４５％配布済み。 

・シティハイツ芝浦：港区応援プログラムを利用し、１２月８日（日）に防災訓練（ベランダ隔壁蹴破

り体験・備蓄食品試食会）を実施した。備蓄食品は６品目を試食し、３品目を今後の備蓄品をして選定

する。 

・三田ナショナルコート：港区の耐震診断を受け、耐震工事第一期（２〜７月頃）を実施中。 

・１２月８日（日）メゾン田町 餅つき。災害時に役立つ火おこしや発電機を使用。近隣企業のトヨタ

が電気自動車のデモンストレーションを実施。 
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３．支所からの報告・協議事項 

３−１）港区総合防災訓練の日程は近日中に決定する。 

３−２）２８０MHz 帯防災ラジオ有償配布特設窓口の設置について：芝浦港南地区総合支所では２月１

３日（木）および１４日（金）にみなとパーク芝浦１階アトリウム ９〜１７時で実施。１世帯につき

１台まで。自己負担金は一台 1,000 円。（意見）マンションの室内では防災無線が聞こえにくいため、

昨年の台風では大変有効であった。 

 

 

２０１９年度 芝浦小地区防災協議会 第１０回役員会 議事録 

日 時：2020 年 3 月 4 日（水） 19:00～19:53 

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、本田、小野、荒木、榮田、高畠、諏訪、早川、土屋、(支所)星川・土井・伊藤・

瀬戸・三浦 

１．報告・協議事項 

１）芝浦小地区防災協議会が多年にわたり地域社会の防災力の向上と地域の安全安心の維持に多大な貢

献をした団体として、港区芝浦港南地区総合支所長より感謝状と記念品を授与された。 

２）２月 8 日（土）心肺蘇生と AED 使用法訓練（１０時から１１時３０分。場所：みなとパーク芝浦 

区民協働スペース）参加者１０名。港区の保育派遣サービスを１名が利用した（１歳児）。（当日の手伝

い：堀野・榮田・穂苅・荒木・諏訪・早川）普通救命講習（３時間）を受講したかったと参加者からの

意見もあり、次年度は普通救命講習（３時間）を２回開催する。（９月・２月を予定） 

３）２月７日（金）「芝浦・海岸地区 震災復興まちづくり訓練」（全 3 回）：３回目の訓練が開催され

た。19 時〜21 時。芝浦区民協働スペース。（参加：穂苅・榮田・諏訪・大下、堀野他） 

（意見）：地域特有の問題に集中してほしい。テーマごとや、発災後の期間別に議論を掘り下げること

が必要。訓練の議事録があれば今後の参考にしたい。 

４）３月８日（日）防災地下施設（首都圏外郭地下放水路）の見学会は、新型コロナウィルス感染拡大

の影響で中止。 

５）２０１９年度定期総会・懇親会：日時：５月１４日（木）１８：００〜。場所は昨年と同じ百代茶

屋（港区芝浦３−４−１ グランパークビル B1）を仮予約した。総会資料の印刷（８０部）は、例年通

り芝浦１丁目の社会福祉法人みなと工房に依頼する。総会資料（案）の修正箇所を確認した。 

６）次年度の役員会について：６月３日（水）は三田ナショナルコート、８月５日（水）は東港自治会

室、１０月７日（水）は都営第２アパート自治会室、１１月４日（水）はシティハイツ芝浦自治会室で

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．町会・自治会等の活動報告 

・芝浦アイランド：震災時に区民避難所の災害対策本部から得られる情報について質問があった。（意

見）大災害時の行政との情報のやりとりと地域での伝達方法について、再確認と周知徹底をしていく。 

 

３．支所からの報告・協議事項 

・港区総合防災訓練は１１月１日（日）（場所：芝浦小学校）に決定。 

（参考）台場会場の総合防災訓練が前日の１０月３１日（土）に開催される。 


