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東京都建設防災ボランティア協会 

設立１５周年にあたって 記憶に残ると言えば、協会設立から３年目となる平成１２年６月には、全島民が 

避難するという三宅島災害を思いおこします。協会の代表が、噴火ガスの下で復 

旧作業に当たる都職員の激励に訪島するとともに、復興への義援金支援なども 

行いました。 

そして、一瞬にして２万人に及ぶ死者・行方不明者が出ると言う、島国で地震 

国という宿命を象徴する東日本大震災から１年３ヶ月を経ましたが、まだ記憶とい 

うより現実の惨状です。発災直後から、献身的な支援態勢を続ける東京都の元同

僚の方々に、敬意と感謝の気持ちでいっぱいです。未曾有の津波災害から及ん

だ原子力発電所の崩壊という事態も加わり、復旧・復興への道筋が未だ明確に見

えない状況に憂いが募るところです。一日も早く着実な復興へのみちのりを歩める

よう、願ってやみません。 

昨今は、東日本大震災と連なる余震をはじめ、多くの地震を体感しますが、首都

圏直下型地震の発生確率や被害想定の増大を扱う報道もあり、緊張感の高まりを

感じます。 

当協会は、第一線から離れた有志での活動組織であり、有事に際して体力的 

な制約も否めませんが，蓄積した多少の経験と熱意を持って貢献できればと思っ 

ております。今後とも、協会設立の趣旨を踏まえながら関係機関との有意義な連 

携がはかれるよう、会員の皆さんと一緒に励んでまいりたいと思います。 

設立から１５年という節目にあたりまして、関係機関の方々、そして会員の皆様 

に、これまでの感謝とともに、これからのご支援・ご協力をお願い申し上げまして、 

挨拶といたします。 

 

平成２４年６月  

東京都建設防災ボランティア協会 会長  沼尻  孰 

当協会は、平成 9 年 6 月に開催された設立総 

会から活動が始まり、本年 6 月で 15 周年を迎え 

ました。 こうして活動が継続できましたのも、東 

京都建設局をはじめ、東京都道路整備保全公社 

並びに東京都公園協会などの暖かいご支援に 

よるものであり、協会を代表し、改めてお礼を申 

し上げる次第です。 

この１５年間には、建設局ＯＢ約４００名の方々 

が会員として諸活動に活躍され、１５年間を通し

ての会員も１６名の方々がおられます。既に退会された諸先輩を含め、協会活動

に貢献された会員の皆様に、深く感謝申し上げたいと思います。 

 この間を振り返りますと、例年の東京都総合防災訓練や建設局初動対応訓練

などに参加し、設立の趣旨に則り、有事における諸組織との連携を高められるよう

合同訓練を積み重ね、平成 15 年には東京都地域防災計画に、建設局傘下の災

害ボランティア組織として位置づけられました。 また、多くの会員が救急救命技

能認定の取得に努めるとともに、防災講習会や砂防講習会、或いは施設見学な

どをとおして研鑽に励んでまいりました。 

 一方、建設局が主催する河川愛護月間行事への参加、かつての経験に市民 

としての視点を加えた道路施設点検、更には、かちどき橋を見学する市民の案内

など、支援業務を通じて関係機関との円滑な連携を培っているところです。 

このほか、何年間か支援参加した隅田川花火大会、道の日行事及び動物園

での猛獣脱出訓練なども、記憶に残る業務です。 
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東京都建設防災ボランティア協会 

設立１５周年に寄せて 

都市基盤施設は、都民、国民の生命と財産を守り、経済の発展を切り拓き、雇

用を拡大して豊かさをもたらす、都民、国民共通の貴重な財産であり、その整備

は都市政策や国家政策の生命線です。 

都市基盤の機能向上と強靭化を図り継続的に維持補修と管理を行い、後世に

継承していくことが、私達の使命であることは言うまでもありません。そのため建設

局では、技術力の継承、交渉力や発信力などの向上を図り、職員の精鋭化を通

じて組織の強化を目指しています。 

 職種、職層を問わず皆様が培われてきた経験や知見は、私達にとりましても貴

重な「知の財産」です。現役の職員に継承していただくことは、組織の強化をもた

らし、ひいては東京の豊かさの形成につながるものと確信しています。 

 今後ともご指導とご協力を賜りますようお願いするとともに、貴協会ならびに会

員の皆様の一層のご健勝を祈念しまして、挨拶とさせていただきます。   

     平成２４年６月 

           東京都技監（建設局長兼務） 村尾公一 

東京都建設防災ボランティア協会が創立 15 

周年を迎えられましたことを、心からお祝い申 

し上げます。 

                        また、長年にわたり会員の皆様から、東京 

都建設局の事業に対し心温まるご支援を賜り

深く感謝申し上げます。 

                        東日本大震災から１年が経過しましたが、 

東京都は高度防災都市づくりを目指し、道路、

河川、公園、港湾などの都市基盤施設の強化を図っております。また被災地の復興

に対しても、技術職員を始めとする職員を派遣するなど、支援策を継続して実施し

ています。 

 貴協会においても、被災地派遣任期付職員の募集の呼びかけにご協力いただい

ております。 

 顧みれば近年、国家財政の危機や東京富裕論等により、東京の都市基盤整備に

対する理解が必ずしも深まってこなかった状況が見られました。                                                                 
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東京都建設防災ボランティア協会 

設立１５周年に寄せて 

さて、ご協力いただいております「かちどき橋ミニツアー」につきま 

しては、今年度で８ 年目を迎え、平成２３年度末までの参加者数は、 

５，１８９名を数えております。 

ツアーに参加された方々から、わかりやすい説明と安全第一のきめ 

細かい気配りに多くの感謝の言葉をいただいており、公社としても深 

く感謝しております。 

協会会員の皆様においては、東京都で数々の功績を残され、その 

経験を生かし、ボランティアとして今なお、都民に貢献したいという高 

い志をもっておられます。この度の設立１５周年を契機として、貴協会 

のますますのご発展と協会会員の皆様のご健勝を心から祈念申し上 

げます。 

 

平成２４年６月 

東京都道路整備保全公社 理事長 有留武司 

この度、東京都建設防災ボラン 

ティア協会がめでたく設立１ ５ 周 

年を迎えられましたことを心から 

お祝い申し上げます。 

貴協会の皆様におかれまして 

は、平成9年の設立以来、災害等 

の有事に備え、日頃から、建設局 

初動対応（参集）訓練への参加や 

道路施設点検等への協力活動を 

行うとともに、公社が公益事業とし 

て行う「かちどき橋ミニツアー」での案内業務など、多彩な活動を通じ 

て都民の安全・安心に寄与されております。 

これまで貴協会の運営にご尽力された関係各位に深く敬意を表す 

るとともに、公社事業にご支援・ご協力を賜っております協会会員の 

皆様に深く御礼申し上げます。 
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東京都建設防災ボランティア協会 

設立１５周年に寄せて 

この１年間、当協会では、公園の防災機能向上を図るため、地域連携による防

災訓練の実施や防災意識の普及啓発活動等に力を注いでまいりました。東京都

が行う初動対応訓練においては、当協会も一緒に訓練に参加する等、会員の皆

様と共に取り組んできたところです。 

  公園協会としましては、東京の安全・安心を守るため、特に、有事の際の支援

活動として、その役割を担うためにも、これまでに増して、会員の皆様のご協力を

お願いする次第です。 

  今後とも、会員の皆様方との連携を密にし、災害時の備えが十分図られるよう

取り組んで参りたいと考えております。引き続きのご支援、宜しくお願い申し上げ

ます。 

  最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝を心より

ご祈念申し上げます。 

 

平成２４年６月 

     東京都公園協会 代表理事  鈴木 進 

東京都建設防災ボランティア協会設立 

５           Ⅰ５周年を迎えられましたこと、心よりお慶

び           び申し上げます。 

沼尻会長はじめ会員の皆様方のこれま 

での活動に対し、あらためて敬意と感謝を 

申し上げます。また、私ども公園協会の事 

業運営にあたりましては、多大なご支援・ 

ご協力を頂き、深く感謝申し上げます。 

昨年３月１１日は、私たちにとって忘れら 

れない日となりました。この地震により、改 

めて、首都東京における公園の役割の重要性を認識させられました。当協会が 

配備した防災無線でも、木場公園等、多くの都立公園に周辺住民の皆さんが避 

難される状況が報告されました。あの時の緊張した経験を踏まえ、改めて、防災 

公園としての機能強化を図るため、災害時におけるソフト面の取り組みの重要性を 

感じた次第です。 



平成 　９ 年（  6/24） （1997年） ……… 建設防災ボランティア協会設立（設立総会開催）

平成 　９ 年（  9/01） （1997年） ……… 「防災の日」の総合訓練に参加が始まる

平成 　９ 年（11/27） （1997年） ……… 第一回防災講習会の開催

平成 １０ 年（  7/25） （1998年） ……… 公園協会の「隅田川花火大会チャリティー鑑賞会」に自主協力活動

平成 １１ 年（  5/28） （1999年） ……… 協会内に砂防ボランティア制度の併設が承認される（総会時）

平成 １１ 年（  6/01） （1999年） ……… 砂防ボランティア全国集会への参加が始まる（参加初回、栃木県）

平成 １１ 年（12/15） （1999年） ……… 救急救命士資格の取得講習会が始まる

平成 １２ 年（11/15） （2000年） ……… 協会の会報（ボランティアニュース）第一号を発刊

平成 １２ 年（  7/23） （2000年） ……… 河川愛護月間行事への支援・協力活動が始まる

平成 １２ 年（10/01） （2000年） ……… 代表が三宅島職員を激励に訪島（６月発災、９／２全島民避難開始）

平成 １２ 年（11/22） （2000年） ……… 第一回施設見学会を開催（西建・道路公社事業）

平成 １３ 年（  1/17） （2001年） ……… 建設局初動対応訓練への参加が始まる

平成 １４ 年（  2/22） （2002年） ……… 猛獣脱出対策訓練への協力参加始まる（２動物園で各年交互に実施）

平成 １４ 年（  8/08） （2002年） ……… 「道の日」行事への支援活動が始まる

平成 １５ 年（  4/01） （2003年） ……… 東京都地域防災計画に建設局傘下の災害ボランティア組織として位置づけられる

平成 １５ 年（  9/09） （2003年） ……… 救急業務に貢献した機関として新宿消防署より感謝状を受ける

平成 １５ 年（10/09） （2003年） ……… 全事務所での道路施設点検業務の協力活動が始まる

平成 １７ 年（  1/14） （2005年） ……… 三宅島への住民帰島に伴う復興支援で、会員の支援金を建設局長に預託

平成 １７ 年（  5/12） （2005年） ……… 「勝鬨橋」橋脚内の市民案内活動が始まる

平成 １７ 年（  6/15） （2005年） ……… 協会の規約・要領等の総体的見直し案が承認される（総会時）

平成 １８ 年（11/17） （2006年） ……… 建設局初動対応訓練で、本部との「テレビ会議」訓練に会員の代表も参加

平成 １９ 年（  6/08） （2007年） ……… 関係機関からの来賓を迎え、協会設立10周年の記念式典が開催される

平成 ２０ 年（  2/13） （2008年） ……… 会員が現役で培った技術を後輩に継承する、講演と意見交換会第１回開催

平成 ２１ 年（11/24） （2009年） ……… 21年度の施設見学会で、首都高速道路の大橋ジャンクションを視察

平成 ２２ 年（  5/13） （2010年） ……… 勝鬨橋の案内活動５周年、関係機関合同で研修会と無事故を祝う会を開催

平成 ２２ 年（  8/29） （2010年） ……… 都心の幹線道路等を使った、文京区白山通り周辺での防災訓練に参加

平成 ２３ 年（  3/20） （2011年） ……… 東日本大地震の体験談を、会員が会報に寄稿（発災3月11日14時46分）

平成 ２３ 年（  4/15） （2011年） ……… 会員から募った東日本大震災被災地への義援金を建設局長に預託

平成 ２３ 年（  6/23） （2011年） ……… 大震災の影響で、３月中旬から休止していた勝鬨橋の案内活動を再開

平成 ２４ 年（  1/20） （2012年） ……… 建設局主催「感謝の会」に都技監他局幹部や各事務所長、会員７７名が参加

15年間の主要事項年表
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平成9年度 平成10年度 平成1１年度 平成1２年度 平成1３年度 平成1４年度 平成1５年度 平成1６年度 平成1７年度 平成1８年度

協会の総会 設立会(6/24) 第２回(５/1４) 第3回(５/２８) 第4回(５/２５) 第5回(５/２９) 第6回(6/17) 第７回(6/1０) 第8回(6/16) 第9回(6/15) 第10回(6/7)

 ※参加会員数 / 総会員数 ＊ 名/115名 ＊ 名/144名 ＊ 名/157 名 ＊  名 /165名 90名/165名 112名/157名 92名/160名 84名/151名 90名/153名 80名/135名

協  ※理事会 ＆ リーダー合同会 4回 ＆ 1回 ５回 ＆ 1回 7回 ＆ 2回 ６回 ＆ ２回 6回 ＆ 3回 5回 ＆ 1回 9回 ＆ 1回 18回 ＆ 2回 11回 ＆ 2回 4回 ＆1 回

防災講習会(研修） 11月27日 11月26日 11月24日 11月30日 2月8日 2/14＆3/12 2月24日 12月20日 3月22日 次年度に繰越

会  ※招請の講師 講：細田　浩 講：防災科学研 講：災害対策部 講：宮崎務、他 講：萩原豊吉 講：佐藤・土屋 講：総務局 講：総務部 講：河川部 ※防災マニュ

 ※受講会員数 　：浅井久仁 ６５名参加 ＊ ７２名参加 ５９名参加 92名参加 99名参加 74名参加 ５８名参加 アル改訂待ち

主 砂防講習会(研修） 8月24日 8月22日 9月27日 9月26日 9月26日 2月25日 2月6日 1月16日

 ※招請の講師 講：河川部 講：都・土研 講：河川部 講：河川部 講：河川部 講：河川部 講：河川部 講：河川部

催  ※受講会員数 38名参加 44名参加 80名参加 ６７名参加 43名参加 ４２名参加 ４1名参加

砂防ボランティア全国集会 6月1日 6月8日 6月6日 （欠席） 6月2日 6月1日 6月1日

事  ※開催県（砂防ボ担当理事１名参加） 栃木県 鳥取県 岐阜県 静岡県 愛媛県 鹿児島県 秋田県

施設見学会(研修） 11月22日 11月15日 11月22日 11月28日 12月3日 11月30日 12月12日

業  ※見学施設（大規模工事等） 西建の河川道路 新交通2線他 環７地下河川 環８の事業 東京港施設 汐留＆環２、 首都高新宿線

 ※参加会員数 37名参加 ４５名参加 28名参加 ５７名参加 57名参加 ６２名参加 55名参加

救急救命講習会（開催日） 12月15日 （未開催年） （未開催年） 12月6日 12月4日 （未開催年） 11月7日 （未開催年）

 ※技能認定保有者数（継続・新規） 新40名 （継35名） （継33名） 継25・新48 継14・新69 （継76名） 継36・新11 （継47名）

会報の発行 2紙発行 1紙発行 ３紙発行 5紙発行 ４紙発行 ４紙発行 ３紙発行

 ※防災ボランティアニュース No1～2 No 3 No4～6 No7～11 No12～15 No16～19  No20～22

東京都総合防災訓練（９／１） 協会員は参集訓 協会員は参集訓 協会員は参集訓 （ビックレスキュー） 北南建(調布市） 四建(練馬区） 南西建(日野市） 一,五,六,建（３区） 南東建(町田市） 六建（足立区）

合  ※都区市合同（協会13年度から実働） 連に91名参加 連に144名参加 連に135名参加 協会員は不参加 ２0名参加 11名参加 28名参加 47名参加 32名参加 ２0名参加

同 建設局初動対応訓練 1月17日 1月17日 1月15日 1月16日 1月19日 1月18日 11月17日

訓  ※16年度以降４ｋｍ範囲者中心 142名参加 １１６名参加 １２０名参加 １０２名参加 ４１名参加 ４７名参加 5３名参加

練 猛獣脱出対応訓練 2月22日 3月10日 2月26日 3月7日 2月21日 管理者制度に

 ※2動物園で交互の訓練に参加 上動４名参加 多摩動２名参加 上動４名参加 多摩動1名参加 上動５名参加 移行で要請無

隅田川花火大会支援 7月25日 7月31日 3月9日 6月5日

 ※一般見学者の安全巡回 ４6名参加 ＊ .3名参加 .２名参加

河川愛護月間支援 7月23日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日

支  ※本庁＆各事務所催事の支援 11名参加 延８４名参加 延６２名参加 延７１名参加 延７８名参加 延６３名参加 延51名参加

道の日行事支援 8/８～１０ 8/６～８ 8/9～１１ 8/9～１１

援  ※各種催事への支援 延２３名参加 延２０名参加 延４３名参加 延２５名参加

道路施設点検支援（年2回） 10/9～11/19 春・秋2回 春・秋2回 春・秋2回

事  ※各事務所へ該当班で支援 延65名参加 延1０８名参加 延110名参加 延89名参加

多摩動物園施設点検支援 11月25日 管理者制度に

業  ※当該班員で支援 4名参加 移行で要請無

勝鬨橋市民案内支援 2月１日，９日 5月より週1回 通年週１回

等  ※協力賛同者による支援活動 現地調査等 実働延219名 実働延182名

三宅島災害への支援 10/１～3 1月14日 5/17～１９

 ※諸支援 代表激励訪島 帰島支援金預託 4名で植栽体験

公園催事等への支援or参加 10月,j神代植物公園
４０周年催事支援

10月、神代植物公園
のバラフェスタ参加

9月井の頭公園での
シンポに約20名参加

講演会、発表会への参加 各年、建設局の公開講座、技術講習会、技術体験発表会、(阪神・淡路大震災10周年フォーラム(16．1．21）　などに参加

15年間の活動経過表-１ （平成9～18年度 )　　　　　　表中の＊印欄、資料不足により未記載

活動事項と活動年度

１７年度より.西建での

　　　　急傾斜地点検を支援⇒

＊支援要請無

６



平成19年度 平成20年度 平成2１年度 平成2２年度 平成23年度 　延べ参加者数　等　 ※その他の支援活動

協会の総会 11回(6/8) 12回(6/11) 13回(6/17) 14回(6/23) 15回(6/22) 平成9～23年度

 ※関係機関から来賓招請 会員93＋来賓  会員92＋来賓  会員87＋来賓  会員81＋来賓  会員81＋来賓 　982名 平成10～11年度

協  （理事会 ＆ リーダー合同会） （8回 ＆ 1回） （８回 ＆ 1回） （9回 ＆ 2回） （8回 ＆ 2回） （8回 ＆ 2回） ※資料の無い年は未加算 隅田川花火大会支援

防災講習会（研修） 別途に講演会 21, 3/4. 22, 3/3. - -

会  ※招請の講師 講：都.防災部 講：土.技.セ 講：,土.技.セ - - 622名

 ※受講会員数 （10th 大会） 60名受講 4３名受講 - - ※資料の無い年は未加算 平成13～17年度

主 砂防講習会（研修） 19, 12/20. 20, 12/19. 21, 12/21. 22, 12/20. 23, 12/13. 平成11～23年度 猛獣脱出対応訓練支援

 ※招請の講師 講：都.河川部 講：都.河川部 講：都.河川部 講：都.河川部 講：都.河川部

催  ※受講会員数 37名参加 45名参加 50名参加 49名参加 40名参加 576名

砂防ボランティア全国集会 19, 6/6. 20, 6/4. 21, 6/2. 22, 6/9. 23, 6/5. 平成12～23年度 平成14～17年度

事  ※開催県（砂防ボ担当理事１名参加） 石川県.金沢市 長野県.松本 山梨県.甲府 広島県.広島 宮城県→中止 11市へ 道の日行事支援

施設見学会（研修） 20, 3/17. 21, 2/20. 21, 11/24. 22, 11/12. 23, 11/29. 平成12～23年度

業  ※見学施設（大規模工事等） 舎人線の試乗 D滑走路 大橋ＪＣ スカイツリー ゲートブリッジ

 ※参加会員数 71名参加 40名参加 50名参加 48名参加 48名参加 598名

救急救命講習会 20, 1/23. 20, 10/28. 21, 10/27. 22, 11/19. 23, 12/8. 平成11～23年度

 ※技能認定保有者数（継続・新規） 新.12名認定 継.29名認定 継.17名認定 新.15名認定 新.12名認定 518名

会報の発行 4紙発行 4紙発行 4紙発行 5紙発行 4紙発行 平成12～23年度

 ※防災ボランティアニュース  No 23～26  No 27～30  No 31～34  No 35～39  No 40～43 43回の発行

勝鬨橋案内活動者、研修会 19, 5/21. 20, 5/15. 21, 5/14. 22, 5/13. 22, 10/24. 平成18～23年度

 ※関係機関合同の研修会 会員等4８名 会員等47名 会員等37名 会員等55名 会員等52名 239名

東京都総合防災訓練 19, 9/1. 20, 8/31. 21, 8/30. 22, 8/29. 23, 10/29. 平成9～23年度

 ※都.区.市.合同訓練への参加 昭島市他４市 中央区..江東区 世田谷..調布 文京区 小平他３市

合  ※開催地管轄事務所班中心参加 西建班等21名 五建班等24名 五建班等21名 六建班等12名 北南班等16名 622名

同 建設局初動対応訓練 19, 11/22. 21, 1/2８. 22, 2/5. 23, 2/４. 24, 2/13. 平成12～23年度

訓  ※建設局総合訓練への参加 延55名参加 延69名参加 延62名参加 延6５名参加 延76名参加 947名

練 土砂災害全国統一防災訓練 5/27,八王子 6/1,奥多摩 6/7,檜原村 6/20,青梅.等 - 平成19～23年度

 ※春期、都・市合同訓練に参加 南西建班３名 西建班３名 西建班３名 西建班３名 - 12名

河川愛護月間催事支援 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 7月中の各日 平成12～23年度

支  ※本庁＆各事務所催事の支援 延69名参加 延73名参加 延87名参加 延81名参加 延62名参加 792名

道路施設点検支援（年2回） 春・秋２回 春・秋２回 春・秋２回 春・秋２回 春・秋２回 平成15～23年度

援  ※各事務所へ該当班で支援 延99名参加 延109名参加 延89名参加 延95名参加 延96名参加 860名

急傾斜地点検支援 20, 2/19. - - - - 平成17～19年度

事  ※西建管内で実施（該当班支援） 2名参加 - - - - 7名

勝鬨橋市民案内支援 通年週１回 通年週１回 通年週１回 通年週１回 通年週１回 平成17～23年度

業  ※協力賛同者による支援活動 延180名 延203名 延194名 延164名 延158名 1300名

残堀川クリーンアップ作戦 - 20, 11/15. 21, 11/７. 22, 11/6. 23. 11/23 平成20～2３年度

等  ※北北建管内で実施（該当班支援） - 6名参加 6名参加 5名参加 3名参加 ２０名

その他の特別支援等 21, 2/28. 平成20年度

 ※東京都催事等への支援.参加 公園催事１１名 11名

非定時の事業等 19, 6/8. 23, 4/15.

他 10th 記念会 東日本大震災

101名＋来賓 義援金を寄贈

15年間の活動経過表-２（平成19～23年度 )

活動事項と活動年度
（１ ５ 年 間 の ま と め ）
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写真で見るボランティア活動の１５年

平成9年…支援組織の大崎理事長から目録を受ける初代の別所協会長 平成１０年…第二回ボランティア講習会

平成１１年…隅田川花火大会の支援活動 平成１２年…落合川清掃の支援活動

８



平成１３年…新島近海地震の視察 平成１４年…四建管内での防災訓練

平成１５年…新宿消防署長からの感謝状 平成１６年…一建管内での防災訓練

９



平成１７年…救急救命資格認定講習会 平成１８年…都庁防災センターでの防災講習会

平成１７年５月… 「かちどき 橋の資料館」 の開設に合わせ、勝鬨橋を見学する市民の案内活動が始まった（初回５月１２日）

1 0
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愛護月間出発式 総合防災訓練

  事務所との交流・講演会

   羽田新滑走路工事見学

平成１９年
１０周年記念式典 総合防災訓練（西建）

平成２０年
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総　会 東京スカイツリーの見学会

　　大橋ジャンクション見学会

　　総合防災訓練（東部公園）

平成２１年
リーダー会議 総合防災訓練（北南建）

平成２２年
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平成２３年
東日本大震災義援金の寄贈 総合防災訓練（西部公園）

東京ゲートブリッジ見学会 建設局主催　活動感謝の会



あ 相澤 弘三 H9～H17 い 今村 力三 H9～H12 か 神島 徳治 H9 さ 雑賀   徹 H12～H23

饗庭 和雄 H9～H10 * 岩井 壮三 H21～H23 鹿 山  進 H9 西郷   靖 H15～H17

* 阿久津 勉 H19～H23 * 岩田 一昭  H16～H23 * 加山   宏 H9～H23 斎藤 公康 H12～H13

* 浅田光昭 H23 岩谷 信博  H11～H15 ☆ 刈部 行雄 H9～H12 斎藤 磋貴子 H11～H14

浅野 欣告 H10～H12 う * 植杉 隆夫 H9～H23 川口   博 H9～H15 斎藤 政義 H11～H14

* 浅見 尚旦 H9～H23 宇多 主皓 H9～H13 * 川口 真人 H17～H23 * 坂元俊久 H23

* 阿 部  博 H18～H23 ☆ 内川   清 H9～H23 川腰 繁夫 H9～H11 篠川   惇 H11～H15

* 天 野  健 H9～H23 内倉 道雄 H9～H12 川崎 敏弘 H9～H12 佐々木 定 H11～H12

* 新井 國宏 H9～H23 * 内山 一夫 H19～H23 川島   力 H10～H12 * 笹村 正行 H15～H23

新井 幸次郎 H19 生形 誠司 H9～H10 川本   進 H9～H16 佐藤 貞一 H15～H17

* 新井 敏男 H16～H23 漆戸 八郎 H13～H16 神戸 俊雄 H9～H23 ☆ 佐藤 一彌 H9～H14

* 新井 敏男 H22～H23 え * 海老澤 義秀 H20～H23 き 菊地 和夫 H13～H18 * 佐藤 清美 H19～H23

* 荒 川  晃 H10～H23 * 遠藤 俊夫 H23 菊池 太彦 H13～H18 佐藤   俊 H13～H2１

☆ 荒木   清 H11～H2１ お 大串 成一 H11～H13 * 岸   忠 夫 H15～H23 佐藤 寅左武  H13～H15

安斎 明邦 H9～H12 大久保 文夫　 H16～H17 城戸 昌彦 H9～H15 * 佐藤   肇 H14～H23

安西 健司 H10～H13 * 大久保 林一 H17～H23 木村 信男 H11 ☆ 佐藤 嘉倬 H9～H17

安藤 晴曇 H9～H16 ☆ 大高   馨 H9～H10 木村 吉巳 H9 * 佐藤 恭章 H20～H23

安藤 要次 H16～H2１ * 大坪 安則 H19～H23 く * 草野   郁 H15～H23 * 佐野 正生 H22～H23

い * 飯樋   實 H9～H23 * 大畑　博 H2１～H23 * 久保田 元久 H19～H23 * 澤田 昌文 H21～H23

飯山 鐵之助  H9～H23 大原 三男 H13 * 熊谷 武志 H10～H23 し 重石 好生 H12～H13

* 生田 育良 H13～H23 ☆ 大村 重雄 H9～H12 * 倉嶋 明彦 H18～H23 * 篠原 憲一 H15～H23

池田 繁一 H9～H10 小方 彦司郎 H11～H14 倉増 功美 H10～H17 * 澁谷 昌徳 H16～H23

* 池田 繁敏 H23 小川 和男 H9～H11 栗坂  伸生 H21～H22 島田　剛 H19～H23

* 池野 鎮雄 H12～H23 * 小川 恭治 H9～H23 * 栗田 則男 H9～H23 島村 幸治 H12～H14

石井 巳則 H10～H13 * 小川 祐司 H14～H23 * 来原   昌 H14～H23 清水 信幸 H11～H19

石井 睦久 H10～H18 * 小口 健藏　 H22～H23 * 黒渕 弘二 H19～H23 下舞 邑志 H9～H15

* 石川 金治 H14～H23 小口   真 H9～H17 桑原 靖明 H11～H12 * 城之内一成 H13～H23

石川 靖仁 H9～H13 * 奥冨 宣雄 H14～H23 こ 鴻巣 泰男 H11～H17 白井   保 H9～H11

石島 輝男 H14～H17 奥山 義夫 H9～H17 合井 良治 H9～H12 * 新川　彰 H20～H23

石塚 友宏 H11～H16 長田 頼彦 H11 * 小柴 昌幸 H10～H23 す 菅沼 宏之 H9～H12

石田 啓三 H12～H17 尾澤 紀明 H9 * 小島 信之 H15～H23 菅原 勝治 H9～H12

石堂 良一 H19～H23 * 織田 和俊 H10～H23 小島 正徳 H9 * 杉浦   浩 H18～H23

板倉 治夫 H13～H18 小野瀬 勇 H1O～H16 * 輿水 昭秀 H13～H23 * 杉本 隆男 H17～H23

井田   賢 H12～H17 か 貝瀬 充司 H10～H17 小塚   徹 H11 杉山   鉄 H9～H11

* 市村   寛 H9～H23 海藤 良三 H9～H20 小谷  一信 H11 杉山 義夫 H9～H13

* 井出 和夫 H13～H23 香川 研司 H11～H14 後藤   旭 H10～H22 * 鈴木　茂 H20～H23

伊藤 勝也 H10～H12 ☆ 加来 順次 H9～H12 後藤 和男 H19～H2１ 鈴木 新吾 H14～H15

伊藤   滋 H12～H13 笠井 章夫 H12～H20 * 小林 和雄 H17～H23 せ * 関谷 英夫 H18～H23

* 伊藤 泰二郎 H11～H23 ☆ 笠原 啓司 H9～H11 小林 寛治 H14～H23 そ 添田 正美 H13

* 伊藤   孝 H22～H23 鹿島田 由行 H9 小林 圭二 H9～H14 曾村 洋一 H11～H12

伊東 秀夫 H9～H11 樫村 政利 H10～H14 * 小林 健三郎 H15～H23 た * 高木 省三 H13～H23

* 伊藤 浩之 H17～H23 * 方波見 毅 H9～H23 小林 千代造 H9 * 高杉 昇治 H9～H23

* 伊藤 政行 H19～H23 香月 雄爽 H12～H18 * 小森 和雄 H14～H23 高田 一廣 H13～H15

☆ 伊藤 美佐雄 H9～H14 加藤 俊武 H12～H19 * 小山 完治 H22～H23 鷹野   亮 H9～H12

* 井上 幸夫　 H22～H23 * 加藤 基雄  H16～H23 * 小山 弘光 H11～H２3 * 高橋 和雄 H16～H23

猪股   實 H9～H1O ☆ 金子 義明 H11～H18 小山   稔 H11～H12 高橋 治郎 H9

今田 康智郎 H13 * 鹿又 和夫 H22～H23 * 小山 幸也 H15～H23 * 高橋 紀男 H22～H23

* 今成 三郎 H15～H23 上川 真一 H11～H13 金野 軍志 H14～H19 * 高橋 宏栄 H22～H23

         東京都建設防災ボランティア協会　15年間の会員
備考   ＊ H24年度在籍会員
　　　☆ 亡くなられた方
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た 高橋 久夫 H9～H2１ な 仲島 直弘 H13～H14 ひ 兵頭 為三 H9 み * 宮﨑  壽一 H20～H23

高 橋   博 H10～H13 * 中嶋 和雄  H16～H23 日吉 正男 H15 宮﨑 藤夫 H13～H20

* 高橋 好弘 H15～H23 中島 哲司 H11～H18 * 平瀬 秀一 H16～H23 宮﨑 真澄 H13～H17

高橋 喜冶 H14～H17 永田 一稔 H10～H17 * 平田 忠夫 H17～H23 宮寺 孝臣 H18～H19

高松　巌 H18～H2１ * 中田 勝司 H14～H23 * 平野 敬治 H22～H23 む 村田 義弘 H9～H14

* 高本 正彦 H14～H23 中田 機文 H15～H21 平原   勲 H9～H19 村松 栄治 H12～H17

高山   晨 H11～H15 中西   徹 H13～H18 平峰 敏文 H10～H23 も 茂木   誠 H9～H11

* 瀧澤　勝 H19～H23 長沼   寛 H9～H12 ふ 福島 佑晃 H9～H13 望月   浩 H10～H13

☆ 滝下 純志 H12～H17 中原 脩策 H11～H18 福田 欽一 H13 * 桃原文夫 H22～H23

達下 文一 H9～H13 中村 興吉 H11 福田 太郎 H9～H11 守江 正男 H9～H12

田口 嘉隆 H14～H18 * 中山 幾雄 H23 * 藤井 賢介 H20～H23 森田 貞蔵 H9～H11

☆ 武井 聖明 H9～H17 * 中山   功 H15～H23 * 藤江 賢治　 H22～H23 森田 富久 H11～H15

☆ 竹内 荘之 H13～H17 * 那須井 幸一 H19～H23 藤河 完治 H17 * 森田 秀樹 H19～H23 

* 武内 利夫 H10～H23 双木 秀夫 H9～H12 藤澤   亮 H14～H19 * 森田 幹男 H16～H23

竹内 増吉 H9～H13 名和 良雄 H12～H22 * 藤田　進 H20～H23 森本 尚郎 H13～H14

武田   稔 H13～H19 仲鉢 和彦 H12～H15 藤田 亮有 H9～H20 師岡 紀男 H12～H13

* 田澤 成雄 H9～H23 に 新村   豊 H19 * 古川 公毅 H14～H23 や * 谷貝 忠昭 H14～H16 H19～H23

田島   照 H15～H17 西潟 憲一 H9 * 古川 俊明 H23 安江   仗 H12～H17

橘      宏 H9 西田 武文 H11～H14 へ 別所 正彦 H9～H20 * 矢内 和夫 H18～H23

* 田戸 哲夫 H19～H23 ☆ 西原 弘旻 H9～H10 別府   栄 H15 * 柳川   修 H16～H23

* 田所 伸夫 H22～H23 西村 勝夫 H10～H12 ほ 星野 恒夫 H13～H15 柳川   剛 H11

* 田中 敏夫 H18～H23 西山 哲夫 H9～H11 * 堀内 康彦 H15～H23 * 矢野 末義 H13～H23

田中 秀幸 H13～H15 * 二宮 克弘 H12～H23 * 堀中   逸 H15～H23 矢萩   猛 H13～H18

田中   稔 H10～H22 ぬ * 沼尻   孰 H11～H23 * 本郷 紀一郎   H13～H23 山口 岩男 H10～H21 

* 谷村 秀樹　 H22～H23 ね 根岸 弘道 H9～H10 * 本間   弘 H17～H23 山崎 伸郎 H18～H22 

* 田上 嘉一 H18～H２3 根本 康雄 H12～H18 ま 前田   勲 H9～H13 山口   務 H9～H16

田原 稔也 H13～H14 の 野島 多七 H9～H12 正井 敏嗣　　 H12～H16 * 倭文 佐一 H14～H23

* 玉置　廣 H23 能勢   勇 H12 * 増沢 一朗 H12～H23 山本 俊昭 H10～H14

ち 千葉   守 H9～H18 野村 隆雄 H10～H18 松井 正樹 H15 ゆ * 湯本   勝 H15～H23

つ 塚田 耕作 H12～H17 * 野村 孝雄 H18～H23 松井 英輔 H12～H16 よ 横尾   勲 H11～H15

土屋   捷 H9～H16 * 野村   隆 H23 * 松倉　迪郎 H20～H23 横倉 恒男 H9～H10

* 角田   勲 H13～H23 は * 萩原 松博 H23 ☆ 松沢 絋一郎 H13～H14 * 横山 昌隆 H21～H23

角田 富男 H9 * 橋本 栄良　　 H22～H23 松下 正隆 H9～H12 吉川 峯生 H9～H12

鶴野 哲夫 H9～H12 橋本 定之 H10～H11 * 松田 研一 H22～H23 * 吉田 正一 H9～H23

て * 手塚 博治 H22～H23 長谷川 光正  H13 * 松田 信毅 H21～H23 * 吉田 征人 H16～H23

寺田 祐典 H9～H15 * 長谷川 光子  H22～H23 松村 慶治 H9～H11 吉田   稔 H10～H18

と 土井 内 元　 H12～H18 長谷部 助時 H19 * 松本 幹男 H17～H23 * 吉田 安輝 H19～H23 

堂下   博 H13～H20 花田   勇 H10～H17 間室 継三郎 H9～H18 吉原   勝 H11

時永 康男 H9～H14 早川   一 H10～H20 * 丸岡 敏夫 H17～H23 * 米田　秀男 H21～H23

所   善 久 H9～H12 * 林    健 一郎 H20～H23 * 丸山 勝彦 H11～H23 ☆ 四方   優 H9～H13

戸田 裕久 H9 林    定 義 H12～H15 み 三浦 栄一　 H22 わ 若松 和生 H11～H12

殿村 義美 H9～H14 林    泰 三 H12～H20 * 三沢 英夫 H15～H17  H19～H23 和田 利男 H9～H11

* 戸張 好一 H15～H23 * 林    幹生 H23 萬田 和生 H12 渡邊 和夫 H9～H18

富澤 太一 H9 原島 秀夫 H11～H13 蜜本 圭一 H15～H17 渡辺 重治 H9～H11

富永 宏井 H9～H12 * 原田 龍次 H18～H23 緑川   浩 H11～H22 渡辺 富士夫 H9～H11

な 直江  章 H9～H17 ひ * 稗田   建 H2１～H23 * 三原 徹次郎  H12～H23 渡邊 満榮 H11～H15

* 中込 孝仁 H20～H23 土方 昭一 H9 宮川 英夫 H9～H14 * 渡辺 安清 H9～H23

中島 研一 H9～H13 百武 欣一郎 H9 宮崎 一晃 H10～H15 ☆ 綿貫 朝治 H18～H21 
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15周年記念催事　表彰者

1 ） 　浅 見 尚 旦

2 ） 　天 野　健

3 ） 　新 井 國 宏

4 ） 　飯 樋   實

5 ） 　飯 山 鐵之助   

6 ） 　市 村   寛

7 ） 　植 杉 隆 夫

8 ） 　小 川 恭 治

9 ） 　方波見  毅

10 ） 　加 山    宏

11 ） 　神 戸 俊 雄

12 ） 　栗 田 則 男

13 ） 　高 杉 昇 治

14 ） 　田 澤 成 雄

15 ） 　吉 田 正 一

16 ）    渡 辺 安 清
 ※あいうえお順

15年間継続して活躍された会員
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平成9年度 平成10年度 平成1１年度 平成1２年度 平成1３年度 平成1４年度 平成1５年度 平成1６年度 平成1７年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

 会   長 別所正彦 別所正彦 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰 沼尻　孰

 副会長 　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　　飯樋　實　 飯樋　實

寺田祐典 寺田祐典 佐藤嘉倬 佐藤嘉倬 福田欽一 佐藤寅左武

伊藤美佐雄 伊藤美佐雄 若松和生 若松和生 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一

金子義明 金子義明 輿水昭秀 輿水昭秀 輿水昭秀 輿水昭秀 小山幸也 小山幸也 小山幸也 小山幸也 小山幸也

二宮克弘

 理  事 飯山鐵之助 飯山鐵之助

中島研一 中島研一

吉田正一 吉田正一 吉田正一 吉田正一

川腰繁夫 川腰繁夫 伊藤美佐雄

佐々木定 佐々木定 佐藤寅左武

金子義明 金子義明

※事務局から＞ 四方　優 四方　優

※事務局から＞ 川口　博 川口　博

雑賀　徹 雑賀　徹 雑賀　徹 雑賀　徹 雑賀　徹 雑賀　徹 雑賀　徹

田中　稔 田中　稔 田中　稔 田中　稔 田中　稔 田中　稔 田中　稔 田中　稔

二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘 二宮克弘

輿水昭秀 輿水昭秀

城之内一成 城之内一成 城之内一成

小山幸也 小山幸也 小山幸也 小山幸也

※事務局から＞ 荒木　清 荒木　清

加藤基雄 加藤基雄 加藤基雄 加藤基雄 加藤基雄 加藤基雄 加藤基雄

本間　弘 本間　弘 本間　弘 本間　弘 本間　弘 本間　弘

※監事から＞ 矢野末義 矢野末義 矢野末義 矢野末義 矢野末義

中田勝司 中田勝司 中田勝司 中田勝司 中田勝司

堀中　逸 堀中　逸 堀中　逸 堀中　逸 堀中　逸

新井敏男 新井敏男 新井敏男 新井敏男 新井敏男

丸岡敏夫 丸岡敏夫 丸岡敏夫 丸岡敏夫 丸岡敏夫

佐藤清美 佐藤清美 佐藤清美 佐藤清美 佐藤清美

藤田　進 藤田　進 藤田　進

 監  事 佐藤嘉倬 佐藤嘉倬 川口　博 伊藤美佐雄 伊藤美佐雄 高山　晨 高山　晨 安藤要次 安藤要次 安藤要次 安藤要次 安藤要次 安藤要次 堀内康彦 堀内康彦

矢野末義 矢野末義 矢野末義 矢野末義 矢野末義 雑賀　徹 雑賀　徹

輿水昭秀 輿水昭秀 輿水昭秀 輿水昭秀 輿水昭秀

 事務局 四方　優 四方　優 四方　優 楠根良子 荒木　清 荒木　清 荒木　清 荒木　清 新倉利夫 新倉利夫 新倉利夫 青戸好久 青戸好久 青戸好久 須藤功次

          直江　章 直江　章 ― 佐藤光二 小堀敬一 横田マリ子 横田マリ子 幡谷知之 幡谷知之 幡谷知之 千田道人 千田道人 竹森冶久 竹森冶久 竹森冶久

菅沼宏之 菅沼宏之 菅沼宏之 荒木　清 翆川功雄 金田宗明 金田宗明 金田宗明 金田宗明 林　輝雄 長谷川光子 長谷川光子 長谷川光子 野村美子 野村美子

       　

※役員は、同友会・建睦会・建設局退職者会・建設再雇用職員労働組合、の４組織のメンバーで構成されています。※事務局は東京都公園協会、東京都道路整備保全公社の方々に勤めて頂いています。

15年間に本部役員で活躍された会員（平成９～２３年度）
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平成 9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

竹内増吉 竹内増吉 竹内増吉 竹内増吉 竹内増吉 渡邉満榮 渡邉満榮 堀中　逸 堀中　逸 堀中　逸 中嶋和雄 中嶋和雄 綿貫朝治 堀中   逸 佐野正生

田中　稔 田中　稔 林　定義 林　定義 林　定義 板倉治夫 板倉治夫 中嶋和雄 山崎伸郎 山崎伸郎 山崎伸郎 平田忠夫 平田忠夫

川崎敏弘 川崎敏弘 川崎敏弘 川崎敏弘 市村　寛 市村　寛 市村　寛 山口岩男 山口岩男 倭文佐一 倭文佐一 野村孝雄 野村孝雄 野村孝雄 野村孝雄

市村　寛 市村　寛 市村　寛 市村　寛 山口岩男 山口岩男 山口岩男 林　泰三 林　泰三 小林寛治 小林寛治 小林寛治 柳川   修 柳川   修 岩井壮三

間室継三郎 間室継三郎 間室継三郎 間室継三郎 間室継三郎 飯山鐵之助 中田勝司 中田勝司 中田勝司 中田勝司 高本正彦 高本正彦 井出和夫 井出和夫 井出和夫

川腰繁夫 川腰繁夫 川腰繁夫 飯山鐵之助 飯山鐵之助 間室継三郎 間室継三郎 井出和夫 井出和夫 井出和夫 井出和夫 井出和夫 小川恭治 小川恭治 瀧澤   勝

加山　宏 加山　宏 加山　宏 加山　宏 加山　宏 加山　宏 加山　宏 加山　宏 三原徹次郎 三原徹次郎 宮﨑藤夫 宮﨑藤夫 黒渕弘二 黒渕弘二 黒渕弘二

吉田正一 吉田正一 高橋久夫 三原徹次郎 三原徹次郎 三原徹次郎 三原徹次郎 三原徹次郎 丸山勝彦 丸山勝彦 丸山勝彦 島田   剛 島田   剛 伊藤 政行 伊藤 政行

田島　照

平原　勲 平原　勲 平原　勲 安藤晴曇 安藤晴曇 安藤晴曇 吉田　稔 吉田　稔 吉田　稔 森田幹男 森田幹男 森田幹男 阿部    博 阿部   博 阿部   博

安藤晴曇 安藤晴曇 安藤晴曇 山本俊昭 山本俊昭 山本俊昭 今野軍志 今野軍志 今野軍志 林　泰三 林　泰三 伊藤政行 宮崎壽一 宮崎壽一 宮崎壽一

高杉昇治 高杉昇治 高杉昇治 高杉昇治 栗田則男 栗田則男 栗田則男 栗田則男 増沢一郎 増沢一郎 増沢一朗 阿久津 勉 阿久津  勉 阿久津 勉 阿久津  勉

栗田則男 栗田則男 栗田則男 栗田則男 高杉昇治 高杉昇治 熊谷武志 増沢一郎 小林健三郎 小林健三郎 小林健三郎 小林健三郎 小林健三郎 小林健三郎 小林健三郎

高橋好弘 高橋好弘 高橋好弘 高橋好弘 高橋好弘 高橋好弘 高橋好弘

新井国宏 新井国宏 新井国宏 新井国宏 新井国宏 新井国宏 新井国宏 村松栄治

村松栄治 村松栄治 村松栄治 村松栄治 倭文佐一

守江正男 守江正男 守江正男 守江正男 小山弘光 小山弘光 小山弘光 佐藤　肇 佐藤　肇 岸　忠夫 岸　忠夫 伊藤浩之 伊藤浩之 伊藤浩之 谷村秀樹

大村重雄 大村重雄 大村重雄 大村重雄 池野鎮雄 池野鎮雄 池野鎮雄 岸　忠夫 岸　忠夫 松本幹男 松本幹男 松本幹男 松本幹男 松本幹男 稗田   建

杉山義夫 杉山義夫 杉山義夫 杉山義夫 武内利夫 武内利夫 武内利夫 佐藤　俊 佐藤　俊 原田龍次 原田龍次 原田龍次 原田龍次 原田龍次 原田龍次

寺田祐典 寺田祐典 寺田祐典 寺田祐典 寺田祐典 寺田祐典 佐藤　俊 佐藤貞一 佐藤貞一 杉本隆男 杉本隆男 杉本隆男 杉本隆男 杉本隆男 杉本隆男

長沼　寛 長沼　寛 長沼　寛 長沼　寛 滝下純志 滝下純志 滝下純志 永田一稔 石島輝男 堀内康彦 堀内康彦 田中敏夫 田中敏夫 田中敏夫 田中敏夫

滝下純志 中西　徹 中西　徹 中西　徹 石島輝男 堀内康彦 笹村正行 田上嘉一 田上嘉一 田上嘉一 田上嘉一 田上嘉一

合井良治 合井良治 合井良治 合井良治 西田武文 西田武文 日吉正男 来原　昌 来原　昌 来原　昌 田口嘉隆 三沢英夫 新川　彰 米田秀男 米田秀男

西田武文 西田武文 小林圭二 小林圭二 谷貝忠昭 菊池太彦 菊池太彦 田口嘉隆 三沢英夫 後藤和男 後藤和男 新川   彰 新川   彰

菅原勝治 菅原勝治 菅原勝治 菅原勝治 正井敏嗣 正井敏嗣 正井敏嗣 武田　稔 武田　稔 武田　稔 岩田一昭 岩田一昭 岩田一昭 藤井賢介 藤井賢介

花田　勇 花田　勇 花田　勇 花田　勇 小川祐司 小川祐司 小川祐司 小川祐司 小川祐司 松倉迪郎 松倉迪郎 松倉迪郎

高橋久夫 高橋久夫 高橋久夫 角田　勲 角田　勲 角田　勲 角田　勲 角田   勲 小林和雄 小林和雄 小林和雄 小林和雄

石井睦久 石井睦久 石井睦久 高橋喜治 中田機文 中田機文 中田機文 小林和雄 角田   勲 角田   勲 澤田昌文

前田 　勲 前田　 勲 前田　勲 前田　勲 前田　勲 中田勝司 松井英輔 松井英輔 篠原憲一 小森和雄 小森和雄 篠原憲一 篠原憲一 篠原憲一 篠原憲一

二宮克弘 篠川　惇 篠川　惇 篠川　惇 篠原憲一 藤河完治 篠原憲一 篠原憲一 湯本   勝 湯本   勝 湯本   勝 湯本   勝

樫村政利 樫村政利 樫村政利 小森和雄 小森和雄 小森和雄

後藤　旭 後藤　旭 後藤　旭 直江　章 直江　章 直江　章

鶴野哲夫 鶴野哲夫 鶴野哲夫 鶴野哲夫 根本康雄 小森和雄 湯本　勝 湯本　勝 湯本　勝

伊藤泰二郎 伊藤泰二郎 根本康雄 山口　務 山口　務 方波見毅

一　建

多     摩
動物公園

四　建

東部公園

15年間に各班リーダーで活躍された会員（平成９～２３年度）

南東建

 上   野
動物園

西部公園

西　建

南西建

北北建

    ※２

二　建

五　建

三　建

※１：局の組織変更に伴い該当事務所廃止。　※２：指定管理者制度への移行で、要請に応じての随時対応に変更。

六　建

七　建

北南建

    ※１

     ※２
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