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日時： ２０２２年５月１９日（木） 午後６時〜午後７時 

場所： みなとパーク芝浦１階 リーブラホール 

   （東京都港区芝浦１−１６−１） 
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２０２１年度 定期総会 議事次第 

 

開 会： １８：１０ 

 

（司  会） 諏訪 泰信 

会長あいさつ 堀野 国雄 

来賓あいさつ 長谷川浩義 芝浦港南地区総合支所長 

  後藤 繁  芝消防署 芝浦出張所長  

       濱尾 敏江 港区立芝浦小学校 校長 

       宮崎 直人 港区立芝浜小学校 校長 

 

議長選出 

（議  事） 

第１号議案 ２０２１年度事業報告   早川 美穂 

第２号議案 ２０２１年度会計報告   石井知恵子 

第３号議案 ２０２１年度監査報告   岡田 祥男 

第４号議案 協議会規約改定(案)    堀野 国雄 

第５号議案  ２０２２年度事業計画（案）  大下登美子 

第６号議案 ２０２２年度事業予算（案）  石井知恵子 

第７号議案    役員選任について（案）      堀野 国雄 

    

 

閉 会：                

 

 

 

 

 

日頃は地域の防災協議会の活動にご理解、ご支援をいただきまして心から御礼申し上げ

ます。さて、今年に入っても新型コロナ感染は猛威をふるっていますが、しかし地震や台

風、集中豪雨などの自然災害は何時起きるかわかりません。今年度も地域の方々が参加す

る「総合防災訓練」は実施できませんでしたが、代わりに「コロナ禍」での災害対策とし

て感染予防を重視した避難所運営訓練を実施しました。日本は地震大国です。今年になっ

てからでも震度４以上の地震が１７回（気象庁）という。災害は忘れたころにという言葉

がありますが、忘れないうちに備えをしておくことが大切です。この１年間の活動をご報

告し、今後とも皆様のご支援・ご指導をいただき活動していく所存です。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

芝浦小地区防災協議会 

会長 堀野 国雄 
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第１号議案 ２０２１年度事業報告 

（１）２０２１年度については役員会を６回開催。  

※ 活動内容の詳細は巻末（p.９~）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）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の訓練、総会と役員会は中止しました。 

２０２１年５月、６月、８月、９月、２０２２年２月 役員会 

２０２１年５月 ２０２０年度定期総会（書面にて開催） 

２０２１年１０月３１日（日）港区総合防災訓練 

２０２２年２月１２日（土） 普通救命講習 

 

（３）２０２１年１０月３１日（日）感染症をふまえた避難所運営訓練を協議会役員で実施した。 

準備のため、臨時打ち合わせ会を９月１４日（水）に開催した。 

 

 

 

第２号議案 ２０２１年度会計報告 

（２０２１年４月１日～２０２２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 675,745 

 

 

 

会議費 

総会懇親会 

4,363 

0 

定例役員会 

 

会費  290,000 20,000×4 町会 

5,000×12 自治会 

10,000×15 事業所 

事務用品費

事業費 

通信費 

544 

12,380 

12,360 

コピー用紙、封筒等 

総会資料作成代 

はがき、切手等 

港区補助金 50,000  交際接待費 5,000 
 

総会会費 0  慶弔費  0 
 

受入利息 7  備品費 121,220   

   次期繰越金 859,885  

合計 1,015,752  合計 1,015,752  

 

 

 

第３号議案 ２０２１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。 

２０２２年４月１８日 会計監査 金原 時成 ㊞ 

 

   会計監査 岡田 祥男 ㊞ 

http://shibaura-bousai.org/
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第４号議案 協議会規約改定（案） 

 

地域に新たな小学校として芝浜小学校が２０２２年４月に開校しました。防災協議会が芝浦小学校

と芝浜小学校の学区をどちらも受け持っていることがわかるように、「芝浦海岸地区防災協議会」

に協議会の名称変更を提案します。 

（規約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。） 

 

現行規約 （名称）第１条 本会は、芝浦小地区防災協議会と称する。 

改定案  （名称）第１条 本会は、芝浦海岸地区防災協議会と称する。 

 

現行規約 （役員）第６条 ⒊ 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。 

改定案  （役員）第６条 ⒊ 本会に、芝浦小学校、芝浜小学校、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。 

 

 

 

第５号議案  ２０２２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. 芝浦海岸地区の住民、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. 芝浦海岸地区の住民、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. 芝浦海岸地区の住民、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。                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shibaura-bousai.org/
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第６号議案 ２０２２年度事業予算（案） 

（２０２２年４月１日～２０２３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 859,885 

 

 会議費 75,000 定例役員会 

臨時役員会 

 

会費  290,000 20,000×4 町会 

5,000×12 自治会 

10,000×15 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 0  総会費 0 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 520,745  

合計 1,215,745  合計 1,215,745  
  

 
  

 

 

【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  会長 堀野國雄 

   ｼﾊﾞｳﾗｼﾖｳﾁｸﾎﾞｳｻｲｷﾖｳｷﾞｶｲ  ｶｲﾁｮｳ ﾎﾘﾉｸﾆｵ 
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第７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 

芝浦アイランド自治会 会計 荒木 寿子 

芝浦アイランド自治会 会計 石井 知恵子 

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 

東港自治会 幹事 成井 達郎 

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 中川 涼子 

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 

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 角田 玲子 

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管理組合 自治会長 斎藤 統 

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 辻  義之 

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 トミンハイム海岸３丁目自治会 自治会長 佐藤 尊 

14 マリンシティダイヤモンドパレス自治会 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 野村不動産パートナーズ(株) 施設管理二部 管理一課 富塚 裕太 

18 NTT都市開発ビルサービス（株） 芝浦管理事務所 小澤 英男 

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 前田 勝 

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   

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 濱田 直秀 

30 横浜倉庫株式会社 施設部 河原 一司 

31 ハッピーテラス株式会社 障害児通所支援事業部 比良 保夫 

 オブザーバー （２０２２年４月〜）   

1 芝浦港南地区総合支所 支所長 長谷川 浩義 

2 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 課長  平野 順一 

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  藤野 新一 

5 芝消防署 警防課長 坂口 晃 
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6 芝消防署・芝浦出張所 所長 後藤 繁 

7 芝消防団・第 8分団 分団長 加藤 知朗 

8 港区立芝浦小学校 校長 濱尾 敏江 

 9 芝浦小学校ＰＴＡ 会長 神谷 桂佑 

10 港区立芝浜小学校 校長 宮崎 直人 

11 芝浜小学校ＰＴＡ 会長   

 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 芝浦アイランド自治会 会計 荒木 寿子 

6 芝浦アイランド自治会 会計 石井 知恵子 

7 芝浦 2丁目町会 幹事 関口 陽市 

8 芝浦３・４丁目町会 幹事 奥村 治彦 

9 海岸２・３丁目町会 幹事 加藤 知朗 

10 都営芝浦第２アパート 幹事 鈴木 良夫 

11 都営芝浦第２アパート 幹事 天野 忍 

12 トミンハイム自治会 幹事 佐藤 尊 

13 東港自治会 幹事 成井 達郎 

14 芝浦アイランド自治会 幹事 榮田 宏光 

15 芝浦アイランド自治会 幹事 中川 涼子 

16 キャピタルマークタワー防災会 幹事 細川 政弘 

17 キャピタルマークタワー防災会 幹事 石賀 幹春 

18 キャピタルマークタワー防災会 幹事 土屋 準 

19 三田ナショナルコート自治会 幹事 大下 登美子 

20 三田ナショナルコート自治会 幹事 榎本 あゆみ 

21 シティハイツ芝浦自治会 幹事 冨樫 尚夫 

22 ソレイユ田町防災会 幹事 笹川 由紀子 

23 ソレイユ田町防災会  幹事 小山 和良 

24 秀和田町レジデンス自治会 幹事 角田 玲子 

25 芝浦３・４丁目町会 会計監査 金原 時成 

26 芝浦１丁目町会 会計監査 岡田 祥男 
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２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第１回役員会 議事録 

日 時：2021 年 4 月 7 日（水） 19:00～19:50 

場 所： 芝浦港南区民センター集会室１・２ 

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

榎本、冨樫、中川、比良、(支所)高原・中川    

１．支所からの報告・協議事項 

１）新年度からの芝浦興南地区総合支所の体制について： 

   総合支所長 長谷川浩義氏（令和３年４月１日付け） 

   副総合支所長（管理課長兼務）山本隆司氏 

   協働推進課長 野々山哲氏（令和３年１月１８日付け） 

   まちづくり課長 近江義仁氏（令和３年４月１日付け） 

   区民課長 中村ゆかり氏（令和３年１月１８日付け）、 

   協働推進課担当 伊藤氏、高原氏、中川氏（新任） 

２）港区防災ラジオの有償配付について：障害者向け文字表示機能付きラジオの対象者に、ラジオ

の音声が聞き取りにくい方も新たに含まれることとなった。 

３）芝浦小地区防災協議会避難所運営マニュアルの改訂について： 

【本編】一時滞在施設や東京 DMAT(災害医療派遣チーム)部分のアップデート。防災協議会と区の

基本的役割分担の記載、新型コロナウィルス感染拡大防止について、など。 

【資料編】で芝浦小学校の２次校舎の取り扱いについては今後アップデートする。 

４）３月に芝浦小学校の防災備蓄倉庫の整理を行った。防災備蓄品に折り畳み式コンテナ５箱と折
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り畳み式コンテナ運搬専用台車１台、サーモフレッシュ（温度検知機能付き非接触手指消毒器）２

台を追加する。 

５）２０２２年４月に開校予定の芝浜小学校は避難場所に指定予定だが、総合防災訓練の開催場所

になるか未定。新しい学区で防災協議会を設置するか、次回以降に検討する。 

６）２０２０年度総会・懇親会について： 

・新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、例年５月に開催予定の総会・懇親会は今年度も中止し、

総会は「書面」により開催する。 

・総会資料の素案を確認した。次回役員会までにさらに確認・修正をする。総会資料の印刷は例年

通り芝浦１丁目の社会福祉法人みなと工房に依頼する。 

 

２．自治会・防災会・町会などの活動： 

・メゾン田町：感染症予防対策として、東京都の補助金でマンションの管理室にアクリル板を設置

し、フェイスシールドも準備した。 

・ソレイユ田町：各世帯に初期消火に有効な「火消しスプレー」（使用期限：約３年）を用意し、６

１世帯中５１世帯が取りにきた。  

・芝浦アイランド：１０月３１日にトランシーバーの使用訓練を予定し、トランシーバーの確認を

した。 

  

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第２回役員会 ５月６日 休会 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第３回役員会 ６月２日 休会 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第４回役員会 議事録 
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日 時：2021 年 7 月 7 日（水） 19:00～19:55 

場 所： 芝浦港南区民センター集会室１・２ 

出席者：堀野、穂苅、関口、天野、荒木、石井、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、石賀、土屋、大

下、冨樫、中川、比良、(支所 協働推進課)野々山課長・伊藤・中川 

１. 本庁・港区 防災危機管理室 防災課の体制と報告： 

・防災課長 鈴木健氏、防災課防災係長 川口薫氏、 防災課支援係長 井上氏 

・令和３年５月２０日から台風・高潮津波などの避難情報の出し方が変更となり、「避難勧告」は廃

止され、警戒レベル５は「緊急安全確保」、警戒レベル４の「避難指示」までに必ず避難する。 

・港区では引き続き港区防災ラジオを防災行政無線が聞き取りにくい世帯に有償（1,000 円）配布

している。ハザードマップなど役立つ機能を備えた港区防災アプリもぜひ利用されたい。 

２.報告・協議事項： 

・新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、第２回５月６日と第３回６月２日の役員会は中止し

た。 

・５月に予定していた２０２０年度定期総会・懇親会も中止し、総会は「書面」により開催し

た。会員へ総会資料と議決権行使書の返信用はがきを送付し、賛成多数により第１号～６号議案

は承認された。  第１号議案 ２０２０年度事業報告  第２号議案 ２０２０年度会計報告          

第３号議案 ２０２０年度監査報告 第４号議案 ２０２１年度事業計画（案）        

第５号議案 ２０２１年度事業予算（案） 第６号議案 役員選任について（案） 

・役員交代・退任：秀和田町レジデンス自治会 本田さん→角田さん、 

       芝浦アイランド自治会防災会 生姜塚さん→退任 
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３．自治会・防災会・町会などの活動： 

・芝浦アイランド：９月１８日に上級救命講習を実施予定。 

・芝浦１丁目町会：６月に例年実施していた子供祭りは１０月１７日に実施予定。 

・三田ナショナルコート：４月２４日に自衛消防訓練を実施し、子供も含めて約１００名が参加。

訓練項目は水消火器、AED 使用訓練、隔壁破壊訓練など。 

・ハッピーテラス株式会社：発達支援をしている児童の特性に沿った避難訓練を建物内で実施。 

・メゾン田町：感染症予防対策を引き続き呼びかけている。 

４. 支所からの報告・協議事項： 

・１０月３１日（日）に予定していた本年度の港区総合防災訓練は今年も中止決定。同日に三密を

避けながら、新型コロナウィルス感染症対策に配慮した実践的な避難所運営訓練を協議会役員中心

で行う。（時間：９：００～１２：３０、場所：芝浦小学校） 

訓練内容については、受付や避難スペースの設営にかかる時間計測や、感染症対策に配慮した避難

所の定員と設営・運営に必要な人数の検討、時間内に役割分担の交代をして複数の役割を訓練でき

るようにするなど、次回の役員会で検討する。 

・防災課ではオンラインを活用し、防災や感染症対策専門家による事前学習や、上記訓練の様子を

撮影・編集した動画の配信を企画中。内容や方法にについて、次回の役員会で検討する。 

・令和４年３月１１日や春の火災予防運動期間などに区民のシェイクアウト訓練、在宅訓練（自宅

内で安全点検、備蓄物資の確認など）、防災協議会による訓練の動画配信を検討中。 

  

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第５回役員会 ８月４日 休会 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第６回役員会 ９月１日 休会 
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２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 臨時打ち合わせ会 議事録 

日 時：2021 年 9 月 14 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、諏訪、早川、荒木、石井、(支所・協働推進課)伊藤・高原・中川 

１.報告・協議事項： 

・緊急事態宣言下に新型コロナウィルスの感染者数や重症者数が過去最多を連続更新される状況

で、８月４日（水）第５回役員会と９月１日（水）第６回役員会を中止した。９月１４日（火）

に会長・副会長・会計・書記の４役と支所の担当者で、１０月３１日に予定されている避難所運

営訓練について少人数の打ち合わせ会を行った。 

・年度内のコロナウィルスが落ち着いた頃、昨年３月に企画して中止となった防災施設（首都圏

外郭放水路、通称地下神殿）見学会や、芝浦小学校 PTA と共催の救命救急講習、支所と地域内の

防災備蓄倉庫の見学会などを実施したい。 

 

２. 支所からの報告・協議事項： 

・１０月３１日（日）に予定していた本年度の港区総合防災訓練は今年も中止決定。同日に三密を

避けながら、新型コロナウィルス感染症対策に配慮した実践的な避難所運営訓練を協議会役員中心

で行う。（時間：８：４５～１２：３０、場所：芝浦小学校 体育館） 

・訓練内容（予定）： 

１）８：４５～８：５５ 芝浦小学校の正門から入り、集合・受付（マスク着用。検温・消毒） 

２）９：００～９：１０ 開会の挨拶（堀野会長） 
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３）９：１０～９：４０ 防災アドバイザーによる講演（プロジェクター使用）：コロナ禍における

避難所運営について。今年度は、過去の災害時に避難所で起きた問題の解決例を多く紹介してもら

うよう要望した。昨年は（株）生活環境工房あくとの若林氏。若林氏も含めて、防災アドバイザー

登録組織一覧からこちらの要望に沿った３社程度を選び、日程調整のうえ、堀野会長が月末までに

決定する。 

４）９：４０～１０：３０ 受付の設置：防災倉庫の場所及び動線の確認をし、時間を計りながら

受付用の物品の運搬から設置までを行う。 

５）１０：３０～１１：２０ 感染症対策の防護服等（ガウン・マスク・フェイスガード・手袋）

の正しい着脱方法について：区職員によるデモンストレーション。人数分の使い捨てガウン等が確

保できれば、参加者もやる。 

６）１１：２０～１２：１０ 本年度新しく配備される折りたたみ式災害対策用テントの設営：区

職員によるデモンストレーション後に２人で一つのテントを組み立てる。 

７）１２：１０～１２：１５ 振り返り・講評（芝浦港南地区協働推進課） 

８）１２：１５～１２：３０ 質疑応答・閉会（芝浦港南地区協働推進課・防災課） 

・区では風水害時の避難所開設時に間仕切りパネルのプラスチック版も導入した。段ボール間仕切

りに比較して感染対策の消毒がしやすい。 

 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第７回役員会 議事録 

日 時：2021 年 10 月 6 日（水） 19:00～19:55 

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、関口、天野、荒木、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、石賀、土屋、大下、榎
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本、冨樫、角田、(支所 協働推進課)高原・中川、（防災課）井上 

１. 支所からの報告・協議事項： 

1）１０月３１日（日）は衆院選の投票日と重なることになったが、役員中心で行う避難所運営訓練

は予定通り行う。（時間：８：４５～１２：３０、場所：芝浦小学校 体育館）支所では今後の協議

会紹介用の動画を撮影する。 

・訓練内容（予定）：①８：４５～８：５５ 芝浦小学校の正門から入り、検温・消毒をして集合・

受付（ヘルメット・協議会ジャンパー、マスク着用。筆記用具持参。「避難所における新型コロナウ

ィルス感染症対策マニュアル風水害版・震災版」を訓練に参考にしたい場合は持参する。）ヘルメッ

トと協議会ジャンパーをまだ受け取っていない方々用に、倉庫から出しておく。 

②９：００～ 開会の挨拶（堀野会長） 

③９：１０～９：５０ 防災アドバイザーによる講演（プロジェクター使用）：昨年と同じ（株）生

活環境工房あくとの若林氏。避難所運営において実際にあった問題点と解決策について。 

④９：５０～１０：４０ 受付の設置：防災倉庫の場所及び動線の確認をし、時間を計りながら受

付用の物品の運搬から設置までを行う。 

⑤１０：４０～ 感染症対策の防護服等（ガウン・マスク・フェイスガード・手袋）の正しい着脱方

法について：区職員によるデモンストレーション。 

⑥１１：１０～ 本年度新しく配備される折りたたみ式災害対策用テントの設営：区職員によるデ

モンストレーション後に２人で一つのテントを組み立てる。持ち運び、再利用も可能なもの。 

⑦１２：１０～１２：１５ 振り返り・講評（芝浦港南地区協働推進課） 

⑧１２：１５～１２：３０ 質疑応答・閉会（芝浦港南地区協働推進課・防災課） 
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２）防災課より令和４年度 4 月に開校する芝浜小学校についての説明（資料：施設概要）。新設の

小学校ができる場合、地域によっては協議会がそのままで２校の避難所運営を受け持つところもあ

る。協議会運営を段階的にどの様にしていくか、防災訓練のやり方についても今後検討していく。

芝浦アイランドが２つの学区に分かれるが、災害時の情報取得や提供先はどちらの避難所になるか、

校舎とみなとパーク芝浦との通路についてなど、確認する。 

２.報告・協議事項：避難所運営訓練では参加者用の飲み物を用意する。 

・AED 救命救急講習を来年 2 月開催として芝浦小 PTA 担当者と協議会（堀野・諏訪・榮田）で

打ち合わせをする。年度内のコロナウィルスが落ち着いた頃、昨年３月に企画して中止となった

防災施設（首都圏外郭放水路、通称地下神殿）見学会も来年 3 月に実施したい。（榎本さんに確認

依頼） 

・支所と地域内の防災備蓄倉庫や、芝浜小学校の見学会を実施してほしい。避難所運営を前提と

しての芝浜小学校見学については教育委員会に確認してもらう。 

３．自治会・防災会・町会などの活動：秀和田町レジデンス自治会 新任・角田さんの紹介。 

・三田ナショナルコートでは自衛消防団の組織を見直し、消防署に新たな書類を提出し、自主消

防訓練を実施する予定。 

 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第８回役員会 議事録 

日 時：2021 年 11 月 4 日（木） 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、角田、成井、荒木、石井、榮田、高畠、諏訪、笹川、早川、大下、中川 
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(支所 協働推進課)伊藤・高原・中川 

１. 支所からの報告・協議事項： 

1）１０月３１日（日）８：４５～１２：３０芝浦小学校の体育館にて、防災協議会役員で実施した

避難所運営訓練：参加者数１５名（堀野、榮田、土屋、笹川（由）、関口、早川、荒木、中川、石賀、

大下、榎本、笹川(勝）、角田、成井、立花）、支所関係の参加７名 

主な訓練項目：①防災アドバイザーによる講演「避難所運営において実際にあった問題点と解決策

について」、②防災倉庫の場所及び動線の確認、受付用の物品の運搬・設置、③感染症対策の防護服

などの正しい着脱方法について（区職員によるデモンストレーション後、２人１組で練習した）、④

折りたたみ式災害対策用テントの設営（区職員によるデモンストレーション後、グループに分かれ

て組み立てと片付けを体験した） 

意見・反省：事前問診と記載台を増やし、校門からの導線は再考する。筆記用具、シートや記入ボ

ードを並んでいる間に渡して書いてもらえば効率的。台を置く場所について検討。受付設置用のセ

ットを事前に作って保管してほしい。人数や天候により臨機応変に対応する。〔防災アドバイザー

より〕表示シートの色や貼る位置と場所に工夫が必要。 

備蓄倉庫から必要な物を手前から出せるようにしたい。非常時に迅速に対応するため防災備蓄倉庫

等の鍵は協議会の代表か複数人で保持できるようにしてほしい。 

〔支所より〕芝浦小の避難対応人数は約８００名だったのが感染症対応で約２００名（1 人/６㎡）

に。感染症対策からどこの避難所も受入可能人数が減り、ホテル等と協定を進めているが在宅避難

に一層備えてほしい。東京都の防災計画が見直し予定であり、港区も都の計画に沿って見直す予定。

訓練で使用したテントの価格、備蓄倉庫の食糧は何人分が用意されているか、防災課に確認中。 
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２.報告・協議事項：  

・AED 救命救急講習を来年 2 月開催として芝浦小 PTA 担当者と協議会（堀野・諏訪・榮田）で

打ち合わせをする。 

・年度内のコロナウィルスが落ち着いた頃、昨年３月に企画して中止となった防災施設（首都圏

外郭放水路、通称地下神殿）見学会も来年 2,3 月に実施したい。  

３．自治会・防災会・町会などの活動：三田ナショナルコート、都営アパート、メゾン田町など

では芝消防署の秋の火災予防週間（１１月９～１５日）で横断幕や旗をたてた。 

・東港自治会 小野さんの後任 成井さんの紹介。マンションの一階にある集会室を居住者避難

所にして炊き出しや寝泊まりも可能にしているが、情報伝達やトリアージの必要性を実感した。 

・三田ナショナルコートの自治会役員会では恒例の餅つき大会の実施方法について議論した。 

・芝浦アイランド １１月１３日（土）に居住者のイベントで子供向けに水消火器訓練を実施し

た。１１月２２日にはオンライン・セミナーを実施予定。 

・芝浦１丁目町会 子供祭りを１１月１４日（日）に芝浦公園で開催する（１１～１５:００）。 

 

 

 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第９回役員会 議事録 

日 時：2022 年 1 月 5 日（水） 19:00～20:10 

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、角田、成井、荒木、石井、榮田、諏訪、笹川、早川、石賀、土屋、大下、 

榎本  (支所 協働推進課)野々山課長、伊藤・高原・中川 

１. 支所からの報告・協議事項： 
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・昨年１０月３１日（日）芝浦小学校の体育館にて防災協議会役員で実施した避難所運営訓練を受

けてマニュアルの検討を行なった。検温・消毒は正門で行うことにするが、正門での運用方法も引

き続き検討する。避難者の誘導ルートについて２案（➀運営の動線確保、②発熱者・濃厚接触者隔

離を優先）を検討。二次校舎の今後が未定であり、誘導ルート案は引き続き検討する。 

・避難所運営に係る物品の購入について：受付・事前問診用パーテーションなどでの使用を想定し

て、透明のビニールシートロールを１ロールとのぼり旗の棒とスタンドをまず１セット購入する。

また、避難者が記入に使うクリップボードとペグシル(簡易鉛筆)は余った予算で購入する。 

・来年度の港区防災訓練の日程について：令和 4 年１０月２３日（日）午前中を予定。場所は芝浦

小学校。総合防災訓練か、役員による避難所運営訓練のどちらになるかは未定。（意見：避難所運営

訓練も重要であり、もし総合防災訓練となったら別の日に避難所運営訓練も実施してほしい。） 

２.報告・協議事項：  

・防災協議会と芝浦小 PTA の共催で普通救急講習（約３時間）は２月１２日（土）１３：３０～

１６：３０に芝浦港南区民センターで開催する。（定員 20 名。小学 5 年生以上を対象。一時保育

あり）チラシは１２月に作成し、芝浦小で全児童に配布済み。町会・自治会でも参加の呼びかけ

をお願いする。当日の役員手伝い：堀野・穂苅・諏訪・榮田・早川。コロナ感染状況も注視しな

がら開催可否を決める。 

・昨年度のコロナ禍で企画が中止となった防災施設見学会などは、引き続き感染状況が落ち着い

た頃に実施を検討する。 

・芝浜小学校が４月に開校するが、芝浦小地区防災協議会は会の名称についても当面現状のまま

で運営する。新しいマンションにも防災協議会への加入を区と一緒に声をかけていく。  
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３．自治会・防災会・町会などの活動： 

・東港自治会：感染予防のため隣のトミンハイムとの合同夜警は中止し、１２月２５日からマン

ション敷地内だけの夜警を行なった。 

・三田ナショナルコートの自治会役員会では１２月恒例の餅つき大会は中止し、餅を取りに来て

もらう方式で実施した。４１２世帯のうち約３００世帯が取りに来て、居住者との交流に有益で

あった。１２月の火災対応で 12 月 23 日から 30 日まで建物内で火の用心の見廻りを行なった。 

・芝浦アイランド：島まつりは中止。１１月１３日（土）に居住者のイベントで子供向けに水消

火器訓練を実施し、約２５０名（子供を含む）が参加した。 

・芝浦１丁目町会：餅つき大会は規模を半分にして実施した。年末に５日間の夜警を行なった。

町会の防災備蓄で消費期限の近くなるものをイベントで配布する企画を検討する。 

  

 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第１０回役員会 ２月２日 休会 

 

２０２１年度 芝浦小地区防災協議会 第１１回役員会 議事録 

日 時：2022 年 3 月 2 日（水） 19:00～19:40 

場 所： みなとパーク芝浦 区民協働スペース 

出席者：堀野、角田、荒木、石井、榮田、中川、笹川、早川   (支所 協働推進課)野々山課長、

伊藤・高原・中川 （防災課 井上） 

１. 支所からの報告・協議事項： 

１）4 月に開校する芝浜小の避難所運営に関わる質問について防災課より説明を受けた。 

・協議会として当面は芝浜小開校後も防災協議会を分けずに活動する。 
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・芝浦小、芝浜小どちらの学区も受け持っていることがわかるように、総会で協議会の名称変更を

提案する。名称を変更する場合、「地域防災協議会の支援に関する要綱」第９条により地域防災協議

会代表者等変更届と総会資料を添付して、協働推進課に提出する。 

・芝浜小学校の備蓄品や防災物品は 3 月下旬に 8 階の防災備蓄倉庫に配備する予定。 

開校直後に災害が発生して避難所を運営する場合は、未配備の物品もあるため、みなとパーク芝浦

の防災用品も使用する。 

・学区が両方になる芝浦アイランドの被災情報などの集約は、どちらの避難所にするか防災課で指

定することはしない。今後に訓練等実施する中で被災情報を集約する避難所を芝浦アイランドで決

めていただきたい。 

・２０２２年は行わないが、２０２３年以降に芝浜小での総合防災訓練の実施は検討していく。 

・避難所が増えると混雑している所と空いている所が出てきたりするが、港区では避難所の開設状

況や、混雑状況、経路を表示する避難所開設状況システムを２０２１年に導入した。 

提案：みなとパーク芝浦と芝浜小で、避難所運営を一体にするか、用途を変えてはどうか。 

２）避難所運営を前提にした芝浜小の見学会は下記の２回行う。備蓄の保管場所、避難所に使用す

るエリア、みなとパーク芝浦との通路確認など、教育委員会事務局が説明する。 

  ① 3 月 14 日（月）１８：００～１９：００ 

  ② 3 月 17 日（木）１７：００～１８：００ 

どちらに参加できるか早川まで事前連絡の上、芝浜小１階の正門前に集合（時間厳守）。本日配布し

た資料（施設概要）を持参する。 
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２.報告・協議事項：  

・芝浜小の開校に伴う防災協議会の名称変更は総会で決定する。名称の候補は「芝浦海岸地区防

災協議会」など。「芝・三田地区」のように中点を入れるかも含めて 4 月の役員会で確認する。 

・今年度の防災資器材購入について、足りなくなっているジャンパーを注文する。協議会の名称

を総会で決定後にジャンパーにつけてもらう。 

・２０２１年度の総会は懇親会無しで開催する。候補日は 5 月 19 日と 26 日で、場所をリーブラ

ホールや芝浦港南区民センター集会室など広いスペースを協働推進課に依頼した。活動報告など

総会資料案を準備する。会計監査を 4 月に実施する。 

  

 

 

                                       （以上） 


