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【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

地区 町会名 氏名

竹
町
地
区

竹町南町会 福田眞弓

竹町中町会　 山本政江

台東四丁目町会 熊谷寿美子

佐竹町会 堀越秀生

二長町町会 濱名時彦

御徒町一丁目町会 伊東憲一

御徒町二丁目町会 長谷川丈夫

仲徒一丁目町会 粟國幸昇

東
上
野
地
区

東上野１丁目町会 田中富貴枝

東上野２丁目町会 堀川重雄

東上野徒三町会 荒井小百合

東上野宮元町会 古澤敬三

東上野３丁目中町会 北畠直子

東上野車坂町会 新井雅安

東上野稲神町会 石井玉枝

東上野神吉町会 久保田恒久

東上野４丁目本町会 下条都子

上
野
地
区

黒門町町会 長谷川雅美

東黒門町町会 今井和好

坂町同朋町親和会 千壽直文

長者町二丁目町会 藤木弘美

仲御徒町中町会 大桃秀之

仲徒三四町会 関根宣広

下谷町町会 石川志津香

上野三橋五條町町会 有田廣明

上野町町会 水谷雅之

上野広小路町会

池之端仲町町会 太田俊一

元黒門町町会 土肥弘基

上野東広小路会 岡田喜久夫

池之端茅町町会 橋本稔

池之端２丁目町会 油木惠子

池之端三丁目町会 髙杉京子

池之端４丁目町会 林和子

下車坂町会 有安省吾

入
谷
地
区

根岸二丁目町会 寺島紀子

上根岸町会 原田鶴子

中根岸町会 石原すみ子

坂本町会 鈴木雅夫

坂本二丁目町会 谷貝麻知子

入谷町会 細沼正寛

仲入谷町会 鍔久仁子

入谷中央町会 河村純子

本入谷町会 仁平マユミ

入谷北栄町会 長峰博子

地区 町会名 氏名

入
谷
地
区

松が谷四丁目本町会 大原定雄

松が谷四丁目東栄会 橋本辰造

北上野町会 大木さと子

松が谷三丁目町会 柏原裕之

入谷光和町会 松島栄一

北上野２丁目町会 篠根敬治

北上野１丁目町会 宮本禎夫

下谷１丁目町会 渡辺洋子

下谷二丁目町会 大久保敦子

金
杉
地
区

金杉一丁目町会 国分潔

下谷東町会 髙山仁志

金杉仲通町会 岩橋道一

金杉二丁目町会 土屋俊夫

三ノ輪町会 喜谷良順

東三ノ輪町会 渡邊光博

三ノ輪一丁目町会 飯野訓司

竜泉三丁目泉町会 鈴木勝己

竜泉中部町会 伊藤善子

龍泉南部町会 秋山芳雄

竜泉二丁目町会 本間智惠子

龍泉西部町会 岩瀬益美

金杉上町町会 小田島貞子

下根岸町会 小黒巧一

谷
中
地
区

東桜木町会 長岡加津美

上野桜木町会 星野眞理子

天王寺町会 津田和美

天茶親交会 浦田寛子

谷中町町会 吉田俊子

谷中真島町会 谷本佳子

谷中南町町会 中原加代子

谷中三崎町会 中西千保

北町緑会　 山㟢順子

谷中親和会 斎藤一惠

初音町一丁目町会 塚田之彦

初三親和会 日髙紀子

谷中初四町会 品川和子

浅
草
橋
地
区

浅草橋一丁目西町会 小嶋立子

浅草橋新福井町会 小林眞弓

浅草橋４丁目町会 鈴木富美子

浅草橋５丁目柳北町会 中畑知子

浅草橋柳二町会 佐々木松美

浅草橋１丁目町会 小野千代子

浅草橋１丁目協和町会 小林紀子

浅草橋３丁目町会 田村瑞

柳橋町会 井上敬子

地区 町会名 氏名

浅
草
橋
地
区

鳥越１丁目町会 高橋彩子

鳥越二丁目町会 竹村昌江

蔵前一丁目町会 大場智惠子

浅草橋３丁目蔵元町会 嶋田久子

浅
草
寿
地
区

浅草小島一丁目町会 柴山久雄

小島二丁目東町会 平島アキヱ

小島二丁目西町会 前田玲子

西三筋町会 海老原正人

蔵前三桂町会 三上由美子

元浅草三丁目町会 菅原久子

精華町会 望月紀美江

蔵前三･四丁目町会 大久保清治

蔵前中央町会 久保和子

元蔵三町会 黒川満雄

駒形南町会 髙橋由美子

駒形町会 福丸純子

浅草寿町一丁目町会 中村きみ江

浅草寿町二丁目町会 山田博司

浅草寿町三丁目町会 金子孝吉

浅草寿町三丁目東町会 冨井喜代

浅草寿町四丁目町会 今成やす子

栄久町会 田中一豊

阿部川町会 髙橋明美

菊屋橋町会 岡島吉孝

元浅草七軒町会 藤尾功子

元浅草永住町会 髙木肇

南松山町町会 長谷川延江

元浅草二丁目町会稲和会 酒井みつ子

都営小島アパート自治会 静幸雄

雷
門
地
区

雷門田原町会 堀越賢次

西浅草一丁目町会 大滝雅子

松が谷１丁目町会 箕輪美智代

東上野六丁目南町会 栗原成行

東上野六丁目北町会 雨宮哲

松葉町会 山本喜則

西浅草２丁目東 堀田宜克

西浅草２丁目西 越智惠

浅草芝崎町東町会 牧成一

浅草芝崎町西町会 北村初江

浅草芝崎町中町会 杉田秀蔵

西浅草３丁目北部町会 髙原道子

浅草１丁目三栄町会 塩田美穂

雷門東部町会 福嶋美好

雷門中部町会 品田香苗

雷門西部町会 降旗緑

地区 町会名 氏名

雷
門
地
区

浅草東町会 早田惠美

浅草中央町会 早川香苗

浅草西町会 田中初枝

浅草公園町会 野間秀一

仲見世町会 稲葉和保

花川戸一丁目町会 神尾伸幸

花川戸二丁目町会 荒井邦忠

浅草馬道一丁目町会 清水由美

馬
道
地
区

千束一丁目南町会 松下康子

千束２丁目西町会 山口浩一

浅草千和町会 佐藤愼

大鳥町会 水鳥靖大

千束３丁目千吉町会 湯本和子

京町二丁目町会 吉村加代

浅草３丁目象一町会 植木直人

浅草三丁目東町会 田切豊一

浅草象潟町会 堀内直人

浅草中町会 三田正則

千草町会 工藤千惠子

浅草象三町会 新井幸子

浅草馬三町会 渡邉繁

浅草馬二町会 仲豊子

田町聖横町会 丸山浩

聖天町会 関口宇子

清
川
地
区

堤町会 辻佐美雄

日本堤２丁目西町会 中村順兆

今戸１丁目町会 鶴巻清哉

今戸２丁目町会 和泉かほる

今三町会 大河内克己

橋場一丁目町会 水島勝美

橋場２丁目町会 嶋田芳子

吉野町会 山本芳子

東清南町会 小林博

浅草東清町会 長谷川博子

浅草町一町会 加藤惠子

浅草町二町会 北浦孝悦

清川町会 大澤正美

石浜１丁目町会 利根川久俊

石浜２丁目町会 吉良光子

石浜３丁目町会 寺井勝子

東浅草２丁目中町会 佐藤あや子

日本堤１丁目中央町会 根岸純一

日本堤２丁目東町会 黒﨑正志

清三町会 岸トモ子

▷問合せ　台東保健所保健
サービス課健康推進担当
　☎（3847）9406

新しい健康推進委員が決まりました（敬称略）
　健康推進委員は区民一人ひとりの健康づくりを支援するとともに、地域での健康づくりを推進するリーダーです。今期は179人の方が
区長から委嘱を受け、健康学習会やウォーキングなど、さまざまな事業に取り組んでいきます。（任期平成31年4月からの2年間）

大規模災害時の医療体制 問合せ 健康課☎（5246）1168

　大規模な災害が発生し、多数の傷病者が想定される場合、発災直後から超急性期（発災後72時間程度）までは、病院や診療所ではなく、病院の近接地等に設置する「緊急医療救
護所」で、傷病者を対応します。現在、区では、「緊急医療救護所」の整備を進めています。

　発災直後は、多数の傷病者が症状の程度にかかわらず病院に集中し、病院の機能が麻痺
し、重症者の治療を優先出来なくなるため、病院の近接地等に「緊急医療救護所」を設置
します。「緊急医療救護所」では、医師会等と協力して、傷病者のトリアージ（※）、軽症
者に対する治療、重症者に対する応急処置等を行います。

　急性期以降（発災後72時間以降）は、慢性疾患の治療や被災者の健康管理、公衆衛生
のニーズが高まってきます。区は、必要に応じて「避難所医療救護所」を設置し、医師会
等と協力し、対応します。

緊急医療救護所とは 避難所医療救護所とは

※トリアージとは、大規模災害に伴い、多数の傷病者が発生した場合に、限られた医療資源（医師や医薬品
等）を有効に活用するために、傷病の緊急度や重症度を4段階で判定して、治療や医療機関への搬送の優
先順位を決めることをいいます。

※蔵前小学校避難所医療救護所・谷中小学校避難所医療救護所については、当該地区に病院が無いため、避
難所設置予定の小学校に緊急医療救護所に準じた医療救護所を設置します。

名称 所在地
浅草病院前緊急医療救護所 今戸2－26－15
永寿総合病院前緊急医療救護所 東上野2－23－16
区立台東病院前緊急医療救護所 千束3－20－5
浅草寺病院前緊急医療救護所 浅草2－30－17
蔵前小学校避難所医療救護所※ 蔵前4－19－11
谷中小学校避難所医療救護所※ 谷中2－9－16

名称 所在地
石浜小学校避難所医療救護所 清川1－14－21
蔵前小学校避難所医療救護所 蔵前4－19－11
忍岡小学校避難所医療救護所 池之端2－1－22
千束小学校避難所医療救護所 浅草4－24－11
台東育英小学校避難所医療救護所 浅草橋2－26－8
田原小学校避難所医療救護所 雷門1－5－14
東泉小学校避難所医療救護所 三ノ輪1－23－9
東上野区民館避難所医療救護所 東上野3－24－6
平成小学校避難所医療救護所 台東4－21－15
根岸小学校避難所医療救護所 根岸3－9－8
谷中小学校避難所医療救護所 谷中2－9－16


