
Ⅶ　関係機関･､団体名簿



平成22年3月31日

( 1 )台東区台東保健所運営協議会委員

任期　自　平成21年12月1日
至平成23年11月30日

番号 冩��R�氏名 冩��Ykﾂ�

1 ��+r�遠藤俊一 ��I8ﾈｾhﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.��I�仄hｶ8檍檠+r�

2 兀ｸ檠+r�安倍智_ 宙���ｩ$ｨ�8踪檍檠+r�

3 兀ｸ檠+r�椿哲朗 宙����9���8踪檍檠+r�

4 ��R�小山理 宙����I8ﾈｾh餽怦�8踪檍檠+r�

5 ��R�亀揮範之 宙����I8ﾈｾi�9��餽怦�8踪檍檠+r�

6 ��R�西村友男 �ｩ$ｩo(ﾝﾈ踪檍檠+r�

7 ��R�坂口真弓 ��9��o(ﾝﾈ踪檍檠+r�

8 ��R�高橋友子 �8ﾈｹ�78�(�8踪檍�冉ｸ迚YIYｸ迚YI+r��I8ﾈｾi�9Uﾂ��

9 ��R�湯浅.祐二 �假Y�ﾘﾘyV���+r�

10 ��R� ��

ll ��.R�黒田収 ��I8ﾈｾi*ﾈ檠��ﾘx檠Yｸ檠+r�

12 ��R�小竹千代子 ��I8ﾈｾi*ﾈ檠��ﾘx檠Wy�ﾉYH�ﾙD8ｫ(饕�8ﾈ�9nﾉ&霎i*ﾈ檠���
合会女性部長) 

13 ��R�斉藤靖子 ��I8ﾈｾi�h*ｸ*(*ｸﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.伊(ﾔ��I���R�

14 ��R�須賀裕 ��I8ﾈｾh��檠Y�8馼ｼi&8駟k�ｼy+r�

15 ��R�稲毛久夫 宙���I8ﾈ,(,�+9Y�8檍,(,�+9Y�8ﾔ影ｸ郢�ﾙ+r�

16 ��R�大岩隆 佗郁ｹ*��9nﾈﾇ井���+r�

17 ��R�園木喜代志 �8ﾈｹ顰�f�*��9nﾈ��f飲�+r�

18 ��R�益子茂 I �79zy����ｸﾉ)Y�85ｨ985��ｸ�+r�

19 ��R�山崎薫 ��I8ﾈｾhｧxﾕｩ]ｸﾉ(檍檠+r�

20 ��R�須郷健太郎 ��I8ﾉ�鰻���hｺh檍檠+r�

21 ��R�魚津光久 ��I8ﾈｬ(ｺｸ���hｺh檍檠+r�

22 ��R�新島一夫 兀�9YI+r�
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(2)台東区公害健康被害認定審査会
平成22年3月31日現在

区分 倩�kﾂ�役職名 

会長 �;��ﾈﾉｨ爾�(社)下谷医師会監事 

副会長 伜(ﾞ案��(社)浅草医師会監事 

委員 ���)&ﾙ?��(社)下谷医師会副会長 

// ��傀ｨﾏy[b�(社)下谷医師会理事 

// �ykﾉ�X樞�(社)浅草医師会 

∫/ 亊hﾌｸ�(��(社)浅草医師会理事 

// 假�彿�9H��日本医科大学講師 

// ��I�Yvﾒ�台東区法曹会 

// �i69�ﾉoX���台東区法曹会 

// 俘(ｻH脂Oﾂ�台東保健所長 

*　任期:平成22年2月1日～平成24年1月31日

(3)台東区公害健康被害診療報酬審査会
平成22年3月31日現在

区分 倩�kﾂ�役職名 

会長 俟i��$)Wb�(社)下谷医師会参与 

副会長 ��斡ｸ���(社)浅草医師会 

委員 仍i��Oﾂ�永寿総合病院内科部長 

// ���[ﾙ*傴｢�(社)浅草医師会理事 

// 假X�(���下谷薬剤師会副会長 

// 俥(ﾏｸ腰ｷﾂ�浅草薬剤師会会長. 

*　任期:平成22年3月1日～平成24年2月29日

(4)台東区大気汚染障害者認定審査会
平成22年3月31日現在

区分 倩�kﾂ�役職名 

会長 �6驗���ｲ�(社)~浅草医師会 

委員 俟hｯi$)Wb�(社)下谷医師会参与 

// �*ﾉ68ﾔ�(��(社)浅草医師会 

// ��傀ｨﾏy[b�(社)下谷医師会理事 

// 仍i��Oﾂ�永寿総合病院内科部長 

// 俘(ｻH脂Oﾂ�台東保健所長 

*　任期:平成21年4月1日～平成23年3月31日
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(5)台東区感染症診査協議会結核部会

平成22年4月1日現在

区分 倩�kﾂ�役職名 

委員長 ��畏b�元国立感染症研究所 ハンセン病研究センター長 

委員 僮(鯖{｢�都立墨東病院医員 

// 做亥)u�｢�医師(開業) 

// 儖i�)|y���医師(開業) 

// 俔ﾘﾏｸ�蕀��学識経験者(弁護士) 

// 冏旭)Wb�学識経験者(弁護士) 

※任期　平成21年4月1日～平成23年3月31日
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(6)台東区台東環境衛生協会役員名簿

平成22年7月13日現在

役職名 倩�kﾂ�種別 冖ﾈ��

会長 仍ｹ,8ﾏXｷb�浴場 佝)Oﾉ�ｹ9"�

副会長 丶9]ｹ[h爾�理容 坪4��ｸ5H8ﾘ988H984�ﾂ�

// �;做�4X8����美容 �7ﾈ�ｸ8��ｹOﾉvX��

// 俘)m�,h*ｸﾕﾒ�美容 �5�4ｨ4ﾙOﾉvX��

// 儁�,ｹ�ﾘ謦�クリ-ニンクや 宙靑俥仂ｨ夊4�8ｨ�ｸ6ｨ984��

// 冢ﾉ��)���浴場 刔ｩ{Hﾗｩ�"�

// 冉ｹ8xﾗｨ爾�浴場 兢�5i9"�

// �(i�ﾉ�ﾙ?��浴場 忠(��6�4ｨ5ｨ42�

// 侘8�8ﾏXﾔﾂ�旅館 �7ｨ6X8ｸ抦鈐�

// 弍hﾏr�旅館 乘(,ﾈ夐{xｭ��

// 儖i�)W�Tb�旅館 �7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｹ�Xｦ��

// 冢�8xﾔ�b�旅館 几xｭ��l��ﾂ�

// 傅ﾉ}��rﾒ�旅館 �7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｸ7h8�5R�

// 俚):�k靫��旅館 伜(咤�

// 倬仂ｨﾉ"�興行場 ��9nﾉ8ﾈｷﾒ�

// 伜)gｸ毎爾�興行場 ��9��(h防ﾈ��｢�

会計 �6饐9.謁��旅館 �7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｸ4X4x6ﾒ�

// �8ﾉ68����美容 �5H984�8ｨ5�5�8ｲ�

// 凩�l韵r�旅館 �7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｹ8ﾉfｲ�

// 儿)68裵�旅館 �7ｨ6X8ｸ柵�

会計監事 傴ﾉOh耳ﾔ��理容 �&ｨ橫�

// 乂ﾘﾋHﾆｨ���美容 �7(8X�ｸ6X4(�ｸ7�684��

// ���,ｸ自��クリ-ニンク寸 宙靑��Y8x夊8�986�8ｨ�ｲ�

// 俑�鯖wh爾�クリ-ニンクや 俑�皐4�8ｨ�ｸ6ｨ984�H橙�
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(7)台東区台東食品衛生協会

平成22年4月1日現在

役職 倩�kﾂ�屋号 傀ｩ���

会長 ��ｸｻﾘﾉ)�驟��すぎのこ ��I8ﾈ��ﾏ�{�仄hｶ8橙�

副会長 冢ﾉ'(ﾔｸ蔗�乃池 �$ｩ(i{�ﾘ徐�鮎i�xﾘr�

// 偖ｨｶx��Wb�ちんや ��9��{�ﾘ徐�鮎i�xﾘr�

// ����ｹH��翁庵 冤ｹ}霄i:��xﾘx�9nﾈ迚YB�

// 亊i68�ﾔb�雷門満留賀 ��9��{�ﾘ徐�鮎i�xﾘr�

// ��Y,9�9T｢�エリーゼ ��9nﾉgｹW域ﾘ��ﾏ�{�刋�ﾘx橙�

// �冢ﾈﾏX裵�.鴬泉楼 �(h揄{�ﾙ�hｨ���i:�i�xﾘxﾞ)gｸ迚YB�

// 俑�鯖k�&｢�ホテル柳橋 ��9��7ｨ6X8ｹ{xｭ��xﾘr�

会計 ���62ﾒ�浅草橋三定 ��������xﾘr�

// 冏�ｩ;僞b�金泉 ��9��{�ﾘ徐�鮎i�xﾘr�

監事 侘8�(*(+ｲ�土手のあっみや �?ｩgｹ.y{���xﾘr�

// 儖i�)W�Tb�ホテルニュー大柿 �y$ｨ7ｨ6X8ｹ{xｭ��xﾘr�
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(8)台東区食品衛生推進員

平成22年4月1日現在

氏名 傀ｩ��&9�ﾉ9��

井本圭子 傲�N�)&9�ﾂ�

岩測豊 乂x�ﾆ���"�

大洋正弼 ��I8ﾉ�鰻���hｺh橙�

大塚良子 �����N�)&9�ﾂ�

加勢雅博 ��I8ﾉ�鰻��K仄h橙�

須郷健太郎 ��I8ﾉ�鰻���hｺh橙�

金津一人 乂x�ﾆ���"�

住吉滋夫 ��I8ﾉ�鰻���hｺh橙�

関田叔孝 ��I8ﾉ�鰻���hｺh橙�

高梨陽子 傲�N�)&9�ﾂ�

永野光昭 ��I8ﾉ�鰻���hｺh橙�

森茂雄 ��鰻倬hｼhｭhﾅx�"�

*任期　平成21年4月1日～平成23年3月31日12名　敬称略　五十音順
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