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平成 28年度総会 議事次第 

 

開 会： １８：１０～ 

 

（司  会） 岡田 祥男 

会長あいさつ 堀野 国雄 

来賓あいさつ 浦田 幹男 芝浦港南地区総合支所長 

  岡田 英夫 芝消防署警防課長 

 

議長選出 

（議  事） 

第１号議案 平成２８年度事業報告   加藤 知朗 

第２号議案 平成２８年度会計報告   小野 明 

第３号議案 平成２８年度監査報告   中島 恭男 

第４号議案 平成２９年度事業計画（案）  加藤 知朗 

第５号議案 平成２９年度事業予算（案）  小野 明 

    

 

式典閉会： １８：４０～ 

 

懇親会：  １８：４５～ 

 

 乾杯  中島 恭男 芝浦一丁目町会長 

 

 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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地震国日本、自然災害はいつ起こるか予想できません。日頃から防災の備え、もしもの時の心構

えが災害から命や財産を守り、被害を最小限にとどめることが出来ます。防災力は生活力の延長線

上にあります。暮らしの中で、できることから習慣にしましょう。 

防災協議会では救命講習会や避難所運営マニュアルの検討などを通して防災力のアップに努め

てきました。この１年間の活動のご報告を申し上げ、皆さまのご理解と変わらぬご指導・ご支援を

お願いたします。 

芝浦小地区防災協議会 

会長 堀野 国雄 

 

 

第１号議案 平成２８年度事業報告 

（１）毎月の役員会、防災マニュアル検討会の開催。 

（２）港区総合防災訓練を共催 

（３）普通救命講習会 芝浦小 PTA を対象に実施。 

（４）防災マニュアルの改訂作業 

 

※活動内容の詳細は以下の議事録参照。 

 

平成 28 年度 芝浦小地区防災協議会 第 1 回役員会 

日 時：平成 28 年 5 月 11 日（水） 19:00～20:30 

１．報告事項 

1)支所からの報告 

・港区防災課よりご担当者紹介 

 佐藤課長、匂坂係長、穴井さん ３名 

・総合防災訓練 

 設営）11 月 5 日（土） 

 訓練）11 月 6 日（日）9:30～11:30 

 ※芝浦小学校の児童数 1000 名超え。訓練項目の見直しが必要。 

・平成 28 年度活動（案） 

 マニュアル検討会は年間スケジュール（役員会新年会にて配布）のとおり。 

 東京防災学習セミナーを活用した勉強会 

 芝浦サマーフェスタへの協力 

・防災マップの修正点は支所へ申し出する。 

・救命講習会の支援 AED 講習テキストについて昨年同様。 

 

２．協議事項 

1)総会について 

・議事内容 別紙の総会資料のとおり 

・受付  芝浦アイランド 石井さん、小野役員 

・議事進行 別紙の総会資料のとおり 
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平成 28 年度 芝浦小地区防災協議会 第 2 回役員会 

日 時：平成 28 年 6 月 29 日（水） 19:00～20:30 

１．報告事項 

１）各地域の報告 

・５月１８日総会（ポートボウル７Ｆ） 

・６月１日マニュアル検討会 

・６月２５日キャピタルマークタワー：災害対策本部立ち上げ訓練（１４名参加） 

・６月２６日三田ナショナルコート：防災訓練 

・芝浦アイランド：マルシェにて防災ブース開設 

２）支所からの報告 

・港区総合防災訓練（１１月６日・芝浦小学校） 

 役割分担について、次回役員会にて提示する 

 起震車は１台のみ、一般参加者用に利用。小学校側は教室内にて煙を出して訓練する。 

・芝浦・海岸地区防災連絡会 情報伝達訓練の実施 ６月２２日 

・芝浦サマーフェスタへ協力お願いします。（資料参照） 

３）その他 

・９月２８日１８：３０～２０：００ 防災講演会 ５０名（区民協働スペースにて） 

 次回５団体協議会にて各町会へ参加要請する（岡田） 

 

２．防災マニュアル検討 

【資料編】様式６～８まで検討した。 

・様式６：避難所ボランティア受付表 

 一覧表は、行の高さを２倍くらいにする。別途、個人別カード形式の記入票が必要。 

 他自治体の様式も参照する。 

・様式７：物品依頼票 

 避難所内にて、各避難者（およびグループ）へ配給物資を渡す際に利用する。 

 避難所外（他の避難所または本部）へ配給物資を依頼する際にも利用する。 

 受け渡しのサイン欄が必要。 

・様式８：物品受払簿 

 物品在庫リストへ名称変更する。 

 

平成 28 年度 芝浦小地区防災協議会 第 3 回役員会 

日 時：平成 28 年 9 月 7 日（水） 19:00～20:30 

１．報告事項 

１）８月３日 防災マニュアル検討会 資料編の各様式の見直しを実施。議事録は配布済み。 

２）連合東京のスタッフが防災訓練にて小学生１年から４年のクラスにて防災教室の講師を引き受ける。 

  スタッフ４名の紹介。 

３）支所からの報告 

・港区総合防災訓練（１１月６日・芝浦小学校）の実施計画について 
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【訂正箇所】 ・１０：５０～演技披露＝＞消防団によるポンプ操法 へ変更 

  ・警視庁の警備犬によるデモンストレーションは取り止め 

  ・防災マップを活用した避難誘導訓練は取り止め 

・防災訓練のポスター必要枚数は後日、堀野会長から支所へ連絡する。 

・防災士講習会へ参加をお願いします。（定員１００名まで） 

４）９月２８日１８：３０～２０：００ 防災講演会  

  ５団体連絡協議会を通じて、各町会５から８名の参加要請済み。防災役員は原則参加。 

５）地域の報告事項 

・キャピタルマークタワー ９月１日 防災訓練実施 ３０名参加。ＡＥＤ，水消火器訓練他。 

・芝浦アイランド  ７月２３日上級救命講習を８分団の協力により実施。 

・ケープタワー   １０月２９日防災訓練の予定。 

２．協議事項 

１）防災訓練の役割分担 

・避難所受付  栄田、早川 

・住民誘導・本部連絡 小野、アイランド１名 

・交通誘導・警備 岡田 

・炊き出し  天野、堀、宮本、澤田、大下 

・防災協議会コーナー 佐藤 

・防災紙芝居  大下 

 ※配給物資として緑茶５００ｍｌペットボトル ８００本を購入の上、配布する。 

２）救命講習の役割分担 

（前日の機材運搬）天野、岡田  （当日の手伝い）天野、岡田、堀野、榮田 

 

平成 28 年度 芝浦小地区防災協議会 第 4 回役員会 

日 時：平成 28 年 11 月 2 日（水） 19:00～20:30 

１．報告事項 

１）東京防災セミナー（９月２８日） ２５名参加 

２）防災マニュアル検討会（１０月５日） 議事録参照 

３）地域の活動 

 アイランドケープタワー防災訓練（１０月２９日） 

 連合東京 ９月１０日 HUG（避難所運営ゲーム）の実習を見学（堀野） 

４）支所からの報告 

・港区総合防災訓練（１１月６日・芝浦小学校）の実施概要について 

 当日は８：３０集合 

 役割分担 受付：栄田、早川、池上、港区４名 

   本部連絡：小野、岩崎、港区３名 

   交通誘導：岡田、港区２名 

   炊き出し・配給：鈴木、加藤、天野、堀、宮本、澤田、大下、 

     港区６名、赤十字３名 

   協議会コーナー：佐藤 
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   防災紙芝居：大下 

 配給物資 パック詰めアルファ米、記念品、協議会からお茶、 

   フジテレビ提供のナビスコ 

 

２．協議事項 

１）次年度の救命講習について 

 ・普通救命講習会から「応急救護訓練」へ変更 

 ・訓練時間の短縮（３時間から９０分へ） 

 ・会場はみなとパーク会議室を使用 

     にて広く住民参加が可能なような企画にする。（次回、岡田より提案する） 

 

平成 28 年度 芝浦小地区防災協議会 第 5 回役員会・役員新年会 

役員新年会のため議事録無し 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 6 回役員会 

日 時：平成 29 年 3 月 8 日（水） 19:00～20:30 

１．報告事項 

１）防災マニュアル検討会（１２月１７日） 議事録参照 

２）第 5 回役員会（１月 18 日）・・・新年会を兼ねて実施 

３）防災マニュアル検討会（２月８日） 議事録参照 

４）地域防災連絡会（２月８日） 

５）町会、自治会、防災会からの活動 

2 月 19 日 東港自治会 炊き出し訓練 3 月 26 日 海岸２・３丁目町会 防災訓練 

3 月 11 日 キャピタルマークタワー防災訓練 芝浦アイランド防災会 会長 岩崎さんへ変更 

６）支所からの報告事項 

・第 5 回芝浦・海岸地域防災連絡会の報告について（連絡会と防災学習セミナー実施） 

・平成 29 年度総合防災訓練の実施日時について 

 日時：平成 29 年 10 月 29 日（日）9:30～11:30 

 場所：芝浦小学校 （台場会場 10 月 14 日（土） 港南会場 11 月 12 日（日）） 

・平成 29 年度 防災会議日程を確認 

・協働推進課から避難所運営物品の提供 

・防災課による 280MHz 帯防災ラジオの配布について（聴覚障害者、台場地域 向け） 

 

２．協議事項 

１）総会について 

・日時：5 月 24 日 東京ポートボウル 会費 6000 円 

・議事次第 

 司会：岡田  事業報告：加藤  会計：小野（欠席の場合は 岡田） 

 監査報告：中島 町会長 乾杯：岩藤町会長 中締め：加藤町会長 
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平成 28 年度防災マニュアル検討会 （平成 28 年８月３日） 

１． 協議事項 

１）前回までの検討を反映した【資料編】様式集の内容について確認・再考。 

 様式４「食料在庫リスト」：行間を広く、フォント数を上げ、記入・訂正がしやすいようにす

る。 

 様式５「物資（生活用品）在庫リスト」：行間を広く、フォント数を上げ、記入・訂正がしや

すいようにする。 

 様式６「物品（食料・衣料品・生活用品）依頼票」：日時、担当者名、連絡先 TEL/FAX のレ

イアウトを変更し、発信元と宛先の情報がわかりやすいようにする。 

 様式８「ボランティア受付カード」：ボランティア参加者の保険加入状況について、過去の事

例、他の地域・団体での対応状況などについて、支所に調査を依頼。その結果をみて、再度検

討する。 

 様式９「ボランティア受付簿」：住まいの欄を港区内・その他にする。 

ボランティア経験については、経験あり・なしにする。 

 

２）【資料編】様式集 様式９以降の内容と今後の予定について検討。 

 「避難所ペット登録台帳」：種類を犬・猫・その他小動物に、体格は体重にする。 

１〜２ヶ月以内に港区の震災時ペット救護対策ガイドラインが決まるのをみて、再度検討する。  

 今夏に行われている芝浦小学校校舎内の改修工事が済み次第、次回の検討会では避難所の部屋

割りレイアウトについて検討する。 

 １２月７日（水）の第７回防災マニュアル検討会で、避難所運営マニュアル改訂版ドラフトの

全体内容をチェックする。その改訂版を元にした訓練を平成２９年３月までに実施したい。 

 平成２９年４月から５月の総会までの間に地域住民向けの避難所運営マニュアル改定版の説

明会を実施する。 

 

平成 28 年度防災マニュアル検討会 （平成 28 年 10 月 5 日） 

１．協議事項 

１）【資料編】様式集の体育館レイアウト内容について検討。 

 体育館レイアウト上で、「要援護者」が「要配慮者」に変更されていることを確認。  

 町・丁目別のスペースを区分けしてから避難者に入ってもらう。 

避難者数に応じて、あとで適宜変更できるように、貼ってはがしやすい養生テープを購入する。

テープ記入用の太字マジック赤と黒も購入する。 

 町・丁目の場所を示す区分けシートを、椅子の背などに貼れるような A3 サイズでパウチして

準備する。立看板やプラカードは余震で倒れる心配がある。 

 芝浦小学校の立入禁止区域に掲示する「立入禁止」張り紙をあらかじめ必要枚数準備する。 

 ブルーシートや衝立など、必要数は今後検討する。訓練で避難所運営に必要なものを確認する。 

 芝浦小学校の校舎増築・改修につき、避難所として使えるスペースの確認を港区支所協働推進

課に依頼。 

 広さに対して何人か決まっている避難所受入想定人数の確認を、港区支所協働推進課に依頼。 
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２）避難所の受付方法について検討。 

 要配慮者も「避難者受付場所」で受付をしてから要配慮者スペースへ。 

 受付で具合の悪い方、避難所運営を手伝える方などを把握する。  

 受付での記入は簡素にし、避難者名簿は区分けしたスペースで記入していただき、町会・自治

会リーダーに取りまとめを依頼する。 

 

３）帰宅困難者対応について検討。 

 芝浦小学校の入口や避難所入口に、芝浦小学校は区民避難所である旨を知らせる帰宅困難者向

けの掲示「帰宅困難者の皆様へ」は最寄りの一時滞在施設への地図付きで準備済み。 

 区民以外の高齢者、病人、妊産婦などについて、受入例外事項の確認検討を次回に。 

 

平成 28 年度防災マニュアル検討会 （平成 28 年 12 月 7 日） 

１．「港区地域防災計画（平成２８年度修正）（素案）の概要」について港区役所防災課から説明 

 避難勧告等の発令基準の周知。地域特性を踏まえた情報伝達。 

 効率的な備蓄物資の配給方法、新たな備蓄物資の購入。食物アレルギー対応の備蓄食料を検討。 

 福祉避難所の施設機能や運営方法を、過去の震災を参考に福祉部門と検討 

 外国人・乳幼児等への支援策 

 高層住宅居住者の共助体制構築の支援。高層住宅向け防災マニュアルを平成２９年度に検討。 

 他地域の自治体との連携を踏まえた災害対応 

 船舶による水上輸送ルートの確保。水上タクシーの社会実験実施（田町〜天王洲）。 

 避難行動要支援者の支援策について枠組みを今年度中にまとめる、など。 

 

２．前回の調査依頼事項について、支所からの報告  

 芝浦小学校の校舎増築・改修は、平成３０年度仮設校舎建設、平成３１年４月使用開始予定。

来年４月に教育委員会が今年度中に変更された校舎内の新しい教室レイアウトを発表予定。 

 区民避難所受入想定人数は、芝浦小学校では受入人員可能数：８０３人、一時受入：1,339 人

（港区地域防災計画より） 

 体育館での区分けや立入禁止区域を示す、差替え可能な A 型スタンドプレートを購入予定。 

 

３．協議事項 

 ペットはケージに入れて避難していただく。港区でペット対応マニュアルを策定中。 

 区民以外の高齢者・妊産婦・病人は、災害対策本部・福祉避難所と連携し、福祉避難所へ案内。 

 各家庭の食品備蓄（１週間分以上）、安否確認、家具転倒防止対策について注意喚起実施継続。 

 避難所に備蓄してあるもの、各家庭で用意していただくものをリストアップする。 

 来年３月末までに修正を加えた避難所運営マニュアル「改訂版」を策定。４月以降に説明会を

開催、検証訓練実施予定。新しいマニュアルの説明会では、ダイジェスト版を配布。 

 他地域での実施例の確認を港区支所協働推進課に依頼。 

 

平成 28 年度 防災マニュアル検討会（平成 29 年 2 月 8 日） 

１．参考資料「区民避難所等の職員配置人数」について港区支所協働推進課から説明。 
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 港区スポーツセンターの避難所運営マニュアルについては、芝浦小地区防災協議会のマニュア

ルに則したものにする予定。 

 

２．協議事項 

 マニュアルの見直しは４月５日（水）の検討会を最終とし、６月にみなとパーク芝浦にて地域

住民に向けて説明会を開催する。 

 今後の訓練を通じてマニュアルや様式を改善していく。 

 ５月に２時間程度の図上訓練を企画する。災害発生時に想定されるシナリオを時系列に基づき、

用意した様式を使用して記入し、改善点を検討する。 

 p.3 “避難者・被災者自身が積極的に避難所運営に携わることが、運営を円滑にする上での

鉄則です。”に変更。その他文面について、マニュアルの素案を確認し、修正提案は次回まで

に協働推進課担当者へメールか FAX する。 

 p.4 「対地震発生時の防災活動の流れ」について、台場や港南地域と統一を図る考えであった

が、各地域の特性に配慮したものにする。 

 p.7 避難者の組織ごとに決めた班長・副班長には、他の人から見てわかるように、防災協議会

役員と同様に前後に役割を記載したベストを着用していただくことにする。役割別のベストの

色分けについて検討する。 

 様式２「芝浦小避難者名簿（世帯用）」開示・掲示の同意欄について、シンプルなものに変更。 

 様式１０「ペット登録台帳」ペットはケージに入れて避難していただく。 

 「マスコミ用受付票」と同様に、面会者対応の受付票も準備する。 

 避難所滞在中の自宅の防犯対策について、町会のパトロールや住民への啓蒙が必要。 

 

平成 28 年度 防災マニュアル検討会 （平成 29 年４月５日） 

1. 支所からの資料 

 避難所で使用する掲示物のリスト（外部向け、内部向け、本部用）、「避難所運営組織」体制図 

 ペットの飼育ルール（例） 

 

2. 協議事項 

１） 避難所運営マニュアル修正の最終確認 

 p.2 東京都一時滞在施設６カ所を記載した。 

 p.3 ６行目は削除。避難者自身が自主的に運営することを念頭に、防災協議会は災害時の活動

に取り組む。 

 p.7 「居住班」をわかりやすく「住民班」に変更する。 

班長・副班長は地域名も記載した腕章かベストを着用して他の避難者がわかるようにする。 

 p.8 芝浦小学校で災害時の校舎トイレ使用に関する方針を確認するよう、港区支所協働推進課

に依頼。 

 p.10避難所運営本部の役員には男女両方が参画することをすでに記載しているので、「救護・

援護班、食料・物資班、施設・衛生班については、女性が配置されるようにします。」は削除。 

 p.23 防疫対応の７と８をまとめ、「風邪や下痢など体調を崩している人の有無を（住民班）班

長を通じて把握し、医師や保健所の応援を求める」に変更。 
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 p.24 食器の取扱いは「できるだけ使い捨て」ではなく、「衛生面に配慮する」。来期以降に食

器の再利用に役立つ食品ラップを備蓄品に追加していく。 

 p.24 ペットの避難について、港区の「飼育ルール」が近日中に発表されるので区の方針に沿

って見直しをする 

２） 新しいマニュアルの発表と図上訓練について 

 マニュアルの印刷・製本を港区支所協働推進課に依頼。 

 今後の訓練を通じてマニュアルや様式の改善を継続していく。 

 地域住民を対象に行う応急救護訓練（旧・普通救命講習会）の冒頭部分で新しいマニュアルを

説明する計画案を、次回役員会で検討する。 

 図上訓練を５月に実施するのはスケジュール的に難しく、次年度の予定として再検討する。 
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第２号議案 平成２８年度会計報告 

（平成２８年４月１日～平成２９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 226,302  会議費 138,308 定例役員会 

臨時役員会 

会費  285,000 20,000×4町会 

5,000×11自治会 

10,000×15事業所 

事業費 217,562 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 8,260 コピー用紙、封筒

等 

総会会費 216,000  総会費 216,000  

受入利息 0  通信費 11,864 はがき、切手等 

   交際費 25,000  

      

   次期繰越金 160,308  

合計 777,302  合計 777,302  

 

 

 

 

第３号議案 平成２８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。 

 

平成２９年 5月 10日 会計監査 岩藤 文彦 ㊞ 

 

   会計監査 中島 恭男 ㊞ 
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第４号議案 平成２９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蒙活動を行います。（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蒙活動を行います。（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．防災マニュアル「改訂版」の検討を進め、避難所運営訓練を実施していきます。 

 

 

第５号議案 平成２９年度事業予算（案） 

（平成２９年４月１日～平成３０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 160,308  会議費 150,000 定例役員会 

臨時役員会 

 

会費  285,000 20,000×4町会 

5,000×11自治会 

10,000×16事業所 

事業費 200,000 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 216,000  総会費 216,000 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 135,308  

合計 721,308  合計 721,308  

 

 

【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 役職等 氏名 

1 芝浦１丁目町会 町会長 中島 恭男 

2 芝浦２丁目町会 町会長 加藤 肇一 

3 芝浦３・４丁目町会 町会長 岩藤 文彦 

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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ田町自治会 自治会長 駒村 健 

7 秀和田町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ自治会 自治会長 高田 秀実 

8 芝浦第２ｱﾊﾟｰﾄ自治会 自治会長 鈴木 良夫 

9 三田ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾄ自治会 自治会長 堀野 国雄 

10 メゾン田町自治会 自治会長 高畠 弘子 

11 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ自治会 自治会長 伊藤 温男 

12 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 防災会長 澤田 滋 

13 東港自治会 自治会長 大沢 兼一 

14 ﾄﾐﾝﾊｲﾑ自治会 自治会長 加藤 知朗 

15 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 

16 日本電気(株)本社地区総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部 三笠 善勝 

17 株式会社ヤナセ 総務部 中山 太郎 

18 東京倉庫運輸(株) 総務部 藤井 利次 

19 五十嵐冷蔵（株） 総務部 佐藤 平吉 

20 中野冷機（株） 総務部 高橋 秀典 

21 株式会社 OCS 総務部 林 和政  

22 株式会社吾妻商会営業部 総務部 小河原 啓 

23 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 

24 沖電気工業（株） 人事部 竹村 寿仁 

25 株式会社関電工 総務部 古君 義則 

26 株式会社オンワード樫山 総務部 榊原 茂 

27 横浜倉庫株式会社 総務部 河原 一司 

28 栗林運輸株式会社 総務部 福田 克己 

29 安田倉庫株式会社 総務部 山本 芳康 

30 港シビル株式会社 代表取締役 倉本 眞澄 

31 NREG東芝不動産ファシリティーズ(株) 総務部 大巻 由夫 

    

    

 オブザーバー 
  

1 芝浦港南地区総合支所 支所長 浦田 幹男 

2 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 課長 大浦 昇 

3 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 係長 中澤 正勝 
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4 芝消防署 警防課長 岡田 英夫 

5 芝消防署・芝浦出張所 所長 田村 等 

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 石井 卓之 

8 芝浦小学校ＰＴＡ 会長 門屋 俊吾 

9 三田警察署 警備課長 志村 憲司 

    

 
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 岡田 祥男 

3 芝浦 1丁目町会 役員 穂苅 祥一 

4 芝浦 2丁目町会 顧問 宮本 栄一 

5 芝浦 2丁目町会 役員 関口 陽市 

6 都営芝浦第２アパート 役員 鈴木 良夫 

7 都営芝浦第２アパート 役員 天野 忍 

8 海岸２・３丁目町会 役員 加藤 知朗 

9 海岸２・３丁目町会 役員 堀 博信 

10 トミンハイム 役員 佐藤 尊 

11 東港自治会 役員 小野 明 

12 芝浦アイランド防災会 役員 岩崎 鉄平 

13 芝浦アイランド防災会 役員 榮田 宏光 

14 芝浦アイランド防災会 役員 荒木 寿子 

15 芝浦アイランド防災会 役員 石井 知恵子 

16 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 澤田 滋 

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 早川 美穂 

19 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 池上 健一 

20 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 石川 仁之 

21 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 加藤 収一 

22 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 土屋 準 

23 三田ナショナルコート 役員 大下 登美子 

24 芝浦港南地区総合支所協働推進課 オブザーバ 中澤 正勝 

25 芝消防署・芝浦出張所 オブザーバ 田村 等 

26 芝浦３・４丁目町会 監査役 岩藤 文彦 

27 芝浦１丁目町会 監査役 中島 恭男 

 

以上 


