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平成 29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 星川 邦明 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 平成２９年度事業報告   榮田 宏光 

第２号議案 平成２９年度会計報告   小野 明 

第３号議案 平成２９年度監査報告   岩藤 文彦 

第４号議案 平成３０年度事業計画（案）  榮田 宏光 

第５号議案 平成３０年度事業予算（案）  小野 明 

    

 

式典閉会： １８：４０～ 

 

懇親会：  １８：４５～ 

 

 乾杯  加藤 肇一 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。 

昨年 7 月は、北九州北部豪雨により福岡、大分の両県で多くの人的被害の他、家屋の全半壊や床上浸水

など甚大な被害が発生。10 月、西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨、全国的に暴風雨被害。

今年も関東甲信地方や東北太平洋側の平野部で大雪。日本海側を中心に暴風雪。北陸地方の平野部を中

心に日本海側で大雪などの自然災害の発生。日本は地震国といわれます、自然災害はいつどこで発生す

るか分かりません。日頃から災害に対する備えが大切です。昨年は大雨の中、体育館での防災訓練でし

た。地域の皆様や関係機関の皆様のご支援に感謝申し上げます。 

以下、平成 29 年度の活動報告を申し上げ、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

  

芝浦小地区防災協議会 

会長 堀野 国雄 

 

 

第１号議案 平成２９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）AED 操作訓練 地域住民を対象に４回実施。 

 

※活動内容の詳細は以下の議事録参照。 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 1 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 5 月 8 日（水） 19:00～20:30 

場 所：都営芝浦第二アパート集会室 

出席者：堀野、宮本、岡田、鈴木、天野、加藤、小野、榮田、荒木、澤田、早川、大下、石井、岩崎 

 （支所）中澤、木島、立木（敬称略）、協働推進課長 大浦、まちづくり担当課長 海老原 

１．報告事項 

１）支所からの報告事項 

・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 

・平成 29 年度の活動協力 

 芝浦サマーフェスタ ７月２７日（木） 

 芝浦海岸防災連絡会情報伝達訓練の実施 

・防災に関する各種助成制度等について 

 家具転倒防止品目の助成 

 防災士養成講座 

 防災ＤＶＤリスト 

・芝浦港南地区版防災マップ 

・港区防災情報メール（登録無料） 



4 

 

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 

・受付 早川、小野、大下 

・配布資料の訂正について 

 まえがき 

 平成 29 年度の予算案（会費収入額の訂正） 

 会員名簿の見直し 

・出欠確認の担当 堀野、岡田 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 2 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 6 月 28 日（水） 19:00～20:30 

場 所：芝浦一丁目町会会館 

出席者：堀野、岡田、穂苅、小野、天野、澤田、土屋、早川、岩崎、榮田、石井、大下、池畑 

１．報告事項 

１）各地域の防災活動 

・4 月 5 日 マニュアル検討会（区民協働スペース） 

・5 月 24 日 定期総会（ポートボウル） ３１名出席 

・６月１０日 AED 操作訓練（区民協働スペース） ７名参加 

・６月１４日 防災・情報伝達訓練（事業所対象） 堀野会長参加 

・５月２７日 キャピタルマークタワー 防災本部設置訓練 ３回目（３名参加） 

２８日 フロア防災委員会 ３０名参加 

・芝浦アイランド ２か月ごとのクリーアップ活動の際に防災関連のアナウンス活動実施 

  ７月１７日上級救命講習 予定 

・６月２４日 三田ナシュナルコート 防災訓練実施。防災用ポケットトイレを配布。 

 

２）新役員の紹介 

・芝浦一丁目町会 穂苅 

・芝浦アイランド 池畑 

 

３）総合防災訓練の概要 

・支所の資料参照（赤字は今年度の変更点です） 

・当日の役割分担は次回役員会にてきめます。 

 

４）防災マニュアル概要版について 

・防災マニュアル本編の紹介版として利用してください。総合防災訓練にて来場者へ配布予定。 

・ペットの取り扱いについて 

避難時には飼い主側で餌、ゲージを用意する旨を記載が必要ではないか。 

港区の防災指針に準じて文言を調整すること。 
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・防災マニュアル（本編）は協議会会員の町会、自治会、企業へ送付します。 

みなと工房にて依頼して８月くらいまでに発送します。 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 3 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 8 月 2 日（水） 19:00～20:30 

場 所：芝浦４丁目 都営芝浦第二アパート自治会室 

出席者：堀野、岡田、宮本、穂苅、鈴木、天野、加藤、小野、岩崎、荒木、石井、早川、榎本 

支所）中澤、木島、（地域防災支援係長）大船 博、（地域防災支援係）穴井 恵輔 

芝浦出張所）田村所長 

１．報告事項 

１）地域の「お祭り」が開催された 

２）町、自治会の活動 特になし 

３）防災リーダー育成研修会（東京都） 

４）AED 講習会  ９月９日（土）１０：３０から１２：００ 

   来週より各町会へパンフレットを掲示予定 

   当日の手伝い：堀野、宮本、天野、岡田 

５）退会企業・役員の確認 

（退会企業） OCS（株） 移転のため 

  港シビル（株） H30 年度より会社都合により退会 

（役員） 栄田さん副会長就任の件は芝浦アイランド自治会での承認待ち。 

  三田ナショナルコート自治会 榎本あゆみ 役員参加 

 

６）支所からの報告・連絡 

・６月１２日 地域防災連絡の会 情報伝達訓練実施 

・７月１２日 サマーフェスタ（水再生センター）での炊き出し、初期消火訓練 

・H29 年度地域総合防災訓練（１０月２９日芝浦小学校）について 

 配布資料参照 

 当日の役割担当は次回役員会にて決めます 

 防災協議会コーナーにて防災マニュアルのダイジェスト版を配布 

 ※避難所運営マニュアルは８月中に会員の町会・自治会・企業へ配布します。 

 （みなと工房へ依頼します） 

 

７）その他 

・８月２６日（土） 防災救急フェア 芝浦港南区民センターにて ９：００から１２：００ 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 4 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 9 月 6 日（水） 19:00～20:30 

場 所：三田ナショナルコート 集会室 

出席者：堀野、岡田、宮本、穂苅、鈴木、小野、岩崎、早川、大下、榎本 

支所）木島、立木    オブザーバ）三田ナショナルコート 副会長 峰さん 
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１．報告・協議事項 

１）AED 講習会  ９月９日（土）１０：３０から１２：００ 

   ９月６日現在 １０名 

   当日の手伝い：岡田、天野、宮本、早川、他 

２）町会・自治会の活動 

・芝浦二丁目町会 ブリヂストンタイヤの防災訓練へ参加 

・芝浦一丁目町会 防災備蓄を実施していく（３年間） 

 

３）H29 年度地域総合防災訓練（１０月２９日芝浦小学校）について 

・訓練項目の確認 配布資料参照 

・当日の役割分担 

 避難所受付  小野、早川 

 住民誘導・本部連絡 加藤、岩崎 （交通誘導を兼務） 

 炊き出し・配給  鈴木、天野、堀、宮本、穂苅、（榎本、大下） 

 協議会コーナー  岡田、佐藤、榮田 （防災マニュアルの概要版を配布する） 

 防災紙芝居  榎本、大下  （終了後、配給訓練のお手伝いへ回る） 

・協議会からの配給品  ソフトドリンク １０００本を用意する。（昨年度 ８００本） 

・デモンストレーション  協議会メンバーは初期消火を担当 

    堀野会長 以下は次回役員会にて決める。 

・防災訓練のポスター配布 

 各町会の希望枚数を支所へ報告した。 

・防災ヘルメット  新規購入の５０個を訓練会場にて役員へ配布。 

残りは芝浦小学校の防災倉庫へ保管する。 

４）防災マニュアルの配布 現時点の最新版原稿により、みなと工房へ依頼して、 

印刷・会員へ配布します。（担当：岡田） 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 5 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 10 月 4 日（水） 19:00～20:00 

場 所：みなとパーク芝浦 区民協働スペース会議室 

出席者：岡田、宮本、関口、早川、荒木、榎本、大下、澤田、天野、小野、石賀 

支所）木島     

 

１．報告・協議事項 

１）キャピタルマークタワーより 

・役員変更 ２名 

石賀 幹春 

尾関 一樹 

澤田さん、細川さん、早川さんは変更無し。 

  ・９月２３日 防災フロア委員会 開催 



7 

２）防災講演会 ９月９日 

 災害時のトイレに関する講演会 

 

３）H29 年度地域総合防災訓練（１０月２９日芝浦小学校）について 

（前回の決定事項を再度記載） 

・役割分担 

 避難所受付  小野、早川 

 住民誘導・本部連絡 加藤、岩崎 （交通誘導を兼務） 

 炊き出し・配給  鈴木、天野、堀、宮本、穂苅、（榎本、大下） 

 協議会コーナー  岡田、佐藤、榮田 （防災マニュアルの概要版を配布する） 

 防災紙芝居  榎本、大下  （終了後、配給訓練のお手伝いへ回る） 

 

４）防災ヘルメット  見本を確認。訓練日当日に役員へ配布する。 

残りは芝浦小学校の防災倉庫へ保管する。 

４）防災マニュアルの配布  

・概要版 訓練当日に防災協議会コーナーにて配布（１０００部） 

・本編  会員へ配布する（部数は後日決めます） 

※いずれも、みなと工房へ依頼して印刷・配布します。（担当：岡田） 

 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 6 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 11 月 1 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、岡田、宮本、穂苅、天野、小野、早川、石賀、榎本 

支所）木島、立木 

 

１．報告・協議事項 

１）９月９日 AED 講習会 １６名 参加 

２）９月９日 防災学校講演会 災害時のトイレに関する講演会 

    早川、榮田、岩崎 ３名参加 

３）H29 年度地域総合防災訓練（１０月２９日芝浦小学校）について 

・当日は雨天決行 （参加状況は支所より別紙報告） 

・参加者数 １７２８名（団体 ２２、大人 ６５２、子供 １０７６） 

 雨天にも関わらず 参加人数は昨年の９割弱。 

・訓練内容 

 グランドでの訓練は中止し、体育館内にて AED 講習、防災用品・器具の展示、 

防災協議会コーナー、自衛隊の防災時携帯食の展示など 

・反省点として 

 ポスターへ雨天時の対応を明記する。 

 学校見学に来た PTA の方も受付をしていただくよう徹底する。 
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 消防署の受付担当が体育館へ移動していた＝＞ 元の受付場所にいたほうがよかった。 

・今後も雨天決行の方針を決めた。 

 ※参加者からも「雨天でもやるべき」との声をいただいている。 

 

４）１０月２２日 キャピタルマークタワー 防災フロア委員会を実施。 

４２名参加。設備見学、備蓄品の確認、無線機訓練など。 

５）防災マニュアルの配布 出席した役員へ配布。会員へは別途配送済。 

６）１２月２日 AED 訓練（３回目） お手伝い担当：堀野、大下、天野、岡田 

 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 7 回役員会 議事録 

日 時：平成 29 年 12 月 6 日（水） 19:00～19:50 

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、岡田、宮本、穂苅、天野、小野、早川、石賀、榎本 

支所）木島、立木 

 

１．報告・協議事項 

１）１２月２日 AED 訓練（３回目）  4 名 参加 

 当日のスタッフ：岡田、天野、木下、榮田、堀野 

  次回は平成 30 年 2 月 3 日、または 17 日で調整中。 

 

２）町会、自治会の活動 

・12 月 3 日 芝浦二丁目町会もちつき大会 

・12 月 10 日 芝浦一丁目町会もちつき大会 

・12 月 17 日 三田ナショナルコート もちつき大会 

・12 月 23 日 海岸二三丁目町会もちつき大会 

・11 月 25 日 港区内の知的障碍者向け避難訓練 実施。 

  障碍者作業所運営事業者の協議会と港区の主催により実施。 

芝浦一丁目町会は炊き出し支援で協力しました。 

 

３）防災倉庫の整理が必要 

 協議会の防災備品が増えて、芝浦小防災倉庫の中が煩雑になっている。 

 次回のＡＥＤ訓練実施の際、訓練後に２時間程度、整理作業を予定します。 

 

４）支所からの報告 

・総合防災訓練の反省点メモを配布します。次回の参考にしてください。 

 

５）芝浦一丁目町会では防災備蓄を計画しています。 

  備蓄品の参考として港区防災課が採用している備蓄品を紹介してください。 
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平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第 8 回役員会 議事録 

日 時：平成 30 年 2 月 7 日（水） 19:00～20:10 

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、岡田、穂苅、天野、小野、岩崎、荒木、石井、栄田、早川、石賀、土屋、榎本 

支所）木島 

 

１．報告・協議事項 

１）２月３日 AED 訓練（４回目）  11 名 参加 

当日のスタッフ：、堀野、岡田、天野、榮田、石井、早川、穂苅 

年４回の活動内容については、岡田より報告あり。 

２）２月３日 芝浦小の防災倉庫整理 

  防災協議会の備品を整理して、期限切れ食品（カレー、ビスコ、飲料）を処分した 

３）町会、自治会の活動 

・キャピタルマークタワー 

 ３月１０日フロア防災委員会 約５０名参加。 

 ６月には火災に重点をおいた防災訓練を予定。 

・芝浦一丁目町会 防災備蓄を進行中。タワーマンションの防災倉庫を借りて水の搬入を計画中。 

町内企業を訪問し、企業保管の防災備蓄品の提供をお願いした。 

 ヤナセ様から提供あり。野田屋さんから震災時におでん種の提供あり。 

・東港自治会 ２月１８日炊き出し訓練を予定。 

４）支所からの報告 

・総合防災訓練 １０月２１日（日）に決定。芝浦小学校にて児童も参加。 

・３月１５日（木） 東京湾乗船と第二高潮対策センター見学 

・３月１５日（木）１８：００～  マンション防災ハンドブック 説明会 みなとパーク芝浦にて 

５）平成３０年度の救命講習は、以下の２回とする。 

・AED 講習（９０分）   年度の前半に予定。 

・普通救命講習（３時間） 年度の後半に予定。 

６）平成３０年度の総会は （第１候補）４月１９日 （第２候補）４月２５日 

場所：東京ポートボウル 会費：６０００円  会場予約：穂苅 

７）岡田の事務処理引き継ぎについて 

 議事録関係＝＞早川 総会資料関係＝＞栄田 

 両名には、岡田から過去の書類をメールする。 

 

 

平成 29 年度 芝浦小地区防災協議会 第９回役員会 議事録 

日 時：平成 30 年 3 月 7 日（水） 19:00～20:10 

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、岩崎、荒木、栄田、早川、石賀、大下 （支所）木島、立木 
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１．報告事項 

１）２月９日 第２２回「震災対策技術展」パシフィコ横浜、 ２名参加（堀野、冨樫）  

  展示見学（災害トイレ、シェルター、浄水器、地震で歪む玄関ドア対策品など） 

  セミナー「災害と個人情報」 

２）３月１日〜７日 春の火災予防週間  

  メゾン田町、三田ナショナルコート、東港自治会などへ芝消防署から個別訪問の啓発行動あり  

３）町会、自治会の活動 

・芝浦一丁目町会 防災備蓄の整備を進行中。 

  企業保管の防災備蓄品で、賞味期限の近いものの提供をお願いする町内企業訪問を継続。 

  ヤナセ様から 500 食の提供あり、６月３日の町会子供祭りで防災ブースを設置して配布予定。  

４）支所からの報告 

・平成２９年度 協働推進課より協議会への避難所運営物品の提供はハンズフリー拡声器２台。  

・「東京くらし防災」女性視点の防災ハンドブックの紹介。「東京都防災アプリ」でも閲覧可能。 

・「マンション震災対策ハンドブック〜在宅避難のすすめ〜」説明会について 

港区が高層住宅の防災対策についての説明会を３月１２日から２０日の間に７ヶ所で開催。 

みなとパーク芝浦では３月１５日（木）18:30~19:30 受付は 18:15 から、先着順、定員３０名。  

 

２．協議事項 

１）平成３０年度の総会は４月１９日（木）１８時から東京ポートボウル 懇親会会費６０００円。 

  受付の準備などで、担当役員は少し早めに集合。 

２）役員会の年間スケジュールは原則として毎月第１水曜日の１９時から開催、７月と１２月は休会。 

・場所をみなとパーク芝浦にするか、地域を知る意味で月によっては町会会館や自治会室で開催するか、

意見を出し合った上で次回の役員会で決定する。 

３）平成３０年度の AED 講習会（９０分）と普通救命講習（３時間）の開催時期について、９月と来

年２月の土曜日午前中で芝浦小学校 PTA 会長と確認する。（岩崎） 

４）総会資料、会計報告、監査、会員・役員名簿について、次回の役員会で最終確認する。 
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第２号議案 平成２９年度会計報告 

（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 39,885 

 

定例役員会 

臨時役員会 

会費  325,000 30,000×4町会 

5,000×11自治会 

10,000×15事業所 

事業費 404,211 救命講習 

訓練配給物資 

防災マニュアル等 

港区補助金 50,000  事務用品費 15,890 

 

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 23,692 はがき、切手等 

   交際費 20,000  

      

   次期繰越金 31,630  

合計 751,308  合計 751,308  

 

 

 

 

第３号議案 平成２９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 30年 4月 19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３０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．協議会規約の見直し、改正に着手し、よりよい運営実現を目指します。 

 

 

第５号議案 平成３０年度事業予算（案） 

（平成３０年４月１日～平成３１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 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 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 66,630  

合計 577,630  合計 577,630  

 

 

【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 

 



13 

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 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 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 南雲 起也 

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 シティハイツ芝浦自治会 自治会長 冨樫 尚夫 

17 日本電気(株)本社地区総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部 三笠 善勝 

18 株式会社ヤナセ 総務部 竹内 俊輔 

19 東京倉庫運輸(株) 総務部 藤井 利次 

20 五十嵐冷蔵（株） 総務部 佐藤 平吉 

21 中野冷機（株） 総務部 吉原 一浩 

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 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 星川 邦明 

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 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 

6 芝消防団・第 8分団 分団長 武田 豊成 



14 

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 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 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 書記 早川 美穂 

4 東港自治会 会計 小野 明 

5 芝浦 1丁目町会 役員 穂苅 祥一 

6 芝浦 2丁目町会 役員 関口 陽市 

7 都営芝浦第２アパート 役員 鈴木 良夫 

8 都営芝浦第２アパート 役員 天野 忍 

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 トミンハイム自治会 役員 佐藤 尊 

12 芝浦アイランド自治会防災会 役員 岩崎 鉄平 

13 芝浦アイランド自治会防災会 役員 榮田 宏光 

14 芝浦アイランド自治会防災会 役員 荒木 寿子 

15 芝浦アイランド自治会防災会 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 石賀 幹春 

19 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 尾関 一樹 

20 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｸﾀﾜｰ防災会 役員 土屋 準 

21 三田ナショナルコート自治会 役員 大下 登美子 

22 三田ナショナルコート自治会 役員 榎本 あゆみ 

23 シティハイツ芝浦自治会 役員 冨樫 尚夫 

24 メゾン田町自治会 役員 高畠 弘子 

25 メゾン田町自治会 役員 諏訪 泰信 

26 芝浦３・４丁目町会 役員 奥村 治彦 

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 伊藤 修治 

29 芝消防署・芝浦出張所 オブザーバ 根本 久二夫 

30 芝浦３・４丁目町会 監査役 岩藤 文彦 

31 芝浦１丁目町会 監査役 中島 恭男 

    

    

 

以上 


