
芝
地区

新橋、東新橋、西新橋、虎ノ門、愛宕、芝公園、
浜松町、芝大門、芝、三田１～３丁目、海岸1丁目

芝地区総合支所　協働推進課協働推進係
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
電話 03-3578-3123　FAX 03-3578-3180

麻布
地区

東麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町、
麻布十番、南麻布、元麻布、西麻布、六本木

麻布地区総合支所　協働推進課協働推進係
〒106-8515 港区六本木5-16-45
電話 03-5114-8802　FAX 03-3583-3782

赤坂
地区

元赤坂、赤坂、南青山、北青山

赤坂地区総合支所　協働推進課協働推進係
〒107-8516 港区赤坂4-18-13
電話 03-5413-7272　FAX 03-5413-2019

高輪
地区

三田４・５丁目、高輪、白金、白金台

高輪地区総合支所　協働推進課協働推進係
〒108-8581 港区高輪1-16-25
電話 03-5421-7621　FAX 03-5421-7626

芝浦
港南
地区

芝浦、海岸２・３丁目、港南、台場

芝浦港南地区総合支所　協働推進課協働推進係
〒105-8516 港区芝浦1-16-1
電話 03-6400-0031　FAX 03-5445-4590

■問い合わせ先 （下記二次元コードから各地区の町会・自治会一覧をご覧いただけます。）

港区町会・自治会活動ガイドブック
令和３年（2021年）３月発行
編集：港区産業・地域振興支援部地域振興課
港区芝公園1-5-25
発行番号　2020168-3211

港区町会・自治会
活動ガイドブック

人とつながる
地域とつながる
未来へつながる



　町会・自治会で行う防犯や環境美化などの身近な地域活動
に参加することで、誰もが安全で安心できるまちづくりにつ
ながります。
　また、生涯を通じた健康な都心生活や子どもたちの笑顔あ
ふれる未来を実現するための基礎となる地域力を育みます。

　地域に最も身近なコミュニティである町会・自治会は、
地域で暮らす人にとって、災害時などのいざというとき
の頼りとなる存在です。
　港区の町会・自治会では、地域における顔の見えるつ
ながりや、地域課題に対応できるコミュニティを築いて
いくため、防犯、防災、環境美化など、非常時や困難な
状況を支える様々な共助活動を展開しています。
　町会・自治会を通じたまちの人との交流が、心豊かで
住みよい暮らしへとつながり、地域における日々の生活
の支えになります。

共につくろう
未来に続く
地域のちから

地域と出会う
人とつながる
暮らしに
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通
　
年

● 防犯パトロール
● 清掃活動
● 落書き消し

春

●  入学のお祝い
●  お花見
●  春の交通安全運動
●  総会（活動報告など）

夏

●  バーベキュー
●  模擬店・バザー
●  夏祭り・盆踊り
●  ラジオ体操

秋

●  バスハイク
●  秋の交通安全運動
●  敬老の日（記念品贈呈）
●  防災訓練
●  御神輿や山車の巡行

冬

●  クリスマス会
●  餅つき
●  節分（豆まき）
●  成人のお祝い

町会・自治会ってなあに？ 町会・自治会の一年間
※町会・自治会によって活動内容は異なります。

交通安全

町会・自治会って
どんな団体なの？

町会・自治会に加入したい
のだけど、連絡先がわかり
ません。どうすればいいの？

町会・自治会は、地域住民が自主的に結成し、運営してい
る団体です。地域住民の親睦を図るとともに、安全・安心
な地域づくりに取り組むなど、様々な活動を行っています。

町会・自治会に加入すると
どんなことがあるの？

町会・自治会に加入していただくことで、防犯、防災、
子育て、環境美化などの生活する上での悩みや個人では
解決できない問題を行政等と連携しながら解決すること
が可能となります。また、親睦を深めておくことで、災
害等の事態が起きた時にスムーズに地域連携が取りやす
くなります。

地域の一員として興味のある活動から、
少しずつでも関わりを持ってみませんか？

町会・自治会に加入をご希望の方は、裏表紙に記載の該当
する総合支所の協働推進課協働推進係へお問い合わせい
ただくか、下記の二次元コードをスマートフォンで読み取
り、住所、氏名、連絡先を入力し、電子申請でお申し込み
ください。該当する町会・自治会または区担当者からご連
絡いたします（１週間程度要する場合があります）。加入に
際して不安を感じているなど、困りごとや疑問などがありま
したら、お問い合わせください。

二次元コードをスマートフォンで読み
取ると、東京共同電子申請・届出サ
ービスの「町会・自治会加入案内」の
ページをご覧いただけます。
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　身近で起こりうる犯罪や事故を未然に防ぐため、警察
や区と連携しながら、交通安全運動や夜間における防犯パ
トロール、近隣の子どもたちの登下校時の見守り、落書き
消しや防犯灯の維持管理など、まちの安全・安心に力を
入れています。
　犯罪への抑止力を高めて、事故が起こりにくい環境をつ
くることで、地域で安心して暮らせるまちづくりを進めて
います。

誰もが安全・安心な
生活ができる
地域の実現

防犯

防犯パトロール

夜間客引き防止パレード

落書き消し

違法張り紙等の撤去

防犯カメラや
防犯灯の設置・

維持管理

夜間パトロール
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　住民同士が親睦を図ることは、円滑な地域活動を進
めていくうえで大切です。お互いが顔見知りになることで、
いざという時の防犯・防災力の向上にもつながります。
　コミュニティの形成に向けては、SNSや回覧板を通じた
身近な情報の発信により、地域の情報を共有しています。
また、季節ごとにお花見やバスハイク、餅つきなど様々な
行事を行い、地域の輪や絆を深めています。

思いやりと
支え合いで結ぶ
地域づくり

コミュニティ

お花見

ラジオ体操
子育て世帯向けの

お祭り

子ども祭り

餅つき

サロン・講座活動

模擬店
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　夏祭りや祭礼では、手作りで工夫を凝らした楽しいイベ
ントもたくさんあり、子どもからお年寄りまで様々な年代
の方が参加します。
　お祭りを通じて、地域の活性化やまちのにぎわいの創
出につなげているとともに、新しくお住まいになられる
方々と昔からお住まいの方々とのつながりの場にもなるな
ど、地域住民の交流の場となっています。

地域の賑わいが
生み出す
まちへの愛着と
人との絆

お祭り

お祭り

御神輿・山車の巡行

盆踊り
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　商店会や学校、近隣の企業やボランティア等とともに、
地域が一体となり、清掃活動やみなとタバコルール（※）の
啓発など定期的に環境美化活動を行っています。
　自分たちが住み、学び、訪れるまちの環境美化を推進
することで、誰もがまちのルールを守り、快適に過ごすこ
とができる、きれいで良好なまちづくりをめざしています。

人にも地域にも
やさしい快適なまちに

環境美化

清掃活動

みなと
タバコルール
啓発活動

打ち水

放置自転車対策

緑化活動

（※）みなとタバコルール：区内で暮らす人や働く人等、全ての人が守るべきルールと
して、屋外の公共の場所では、「たばこの吸い殻のポイ捨て禁止」「喫煙の禁止(指定
喫煙場所を除く)」「私有地であっても、屋外の公共の場所にいる人にたばこの煙を
吸わせることがないよう配慮」等を条例で定めています。
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　いざという時の「自助・共助」に向けて、災害が起きた
場合を想定した炊き出しや応急救護などの避難所運営訓
練、消火活動時の資機材の使い方などの知識を身につけ
るための初期消火やポンプ操法の訓練を行っています。
　また、水や食料等の備蓄や地域単位の防災活動を行う
自主的な防災組織づくりなどを行い、日ごろから災害に
備えています。

災害に負けない
助け合う地域の
ちから

防災

総合防災訓練

防災訓練

炊き出し訓練

ポンプ操法訓練

初期消火訓練

応急救護訓練 避難所運営訓練



（表中の★は町会・自治会の一部が該当している地域です）
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●新橋●新橋
新橋1-1、18 新橋桜自治会
新橋1-2、13 〜 17 新橋一丁目西部町会
新橋1-4 〜 12 新橋一丁目東部町会
新橋2-1 〜 5、10 〜 14 新橋二丁目兼房会
新橋2-6 〜 9、15 新橋二丁目烏森町会
新橋2-16-1 ニュー新橋ビル ニュー新橋ビル自治会
新橋2-18、19 新橋駅構内 新橋二丁目町会
新橋2-20、21 新橋駅前ビル1号館・2号館 新橋駅前ビル自治会
新橋2丁目東口地下街1号 しんちか自治会
新橋3-1 〜 7 新橋三丁目新三町会
新橋3-8 〜 15、16★ 新橋三丁目西部町会
新橋3-16★、17 〜 21、25★ 新橋三丁目中部町会
新橋3-22 〜 24
新橋4-5 〜 7、9 〜 11、14、15、18 〜 21 新橋四丁目町会

新橋3-25★、26 東新橋一丁目町会
新橋4-1 〜 4、28 〜 31 田村新交町会
新橋4-22、23
新橋5-12、13 新橋露月町会

新橋4-24 〜 27
新橋5-7 〜 11 新橋五丁目町会

新橋5-14
新橋6-9 新橋六丁目東町会

新橋5-15 〜 19、26 〜 33
新橋6-4 〜 8、10 〜 13 新橋五・六丁目町会

新橋6-1 〜 3、14 〜 18 御成門六和町会
新橋6-19 〜 23 新橋七丁目町会
●東新橋●東新橋
東新橋1-1 〜 6 東新橋一丁目町会
東新橋1-3、4
東新橋2-1 新橋四丁目町会

東新橋2-2、5 新橋露月町会
東新橋2-3、4、8、9、13 〜 18 汐留町会
東新橋2-6、7、10、11 新橋六丁目東町会
東新橋2-12 新橋七丁目町会
●西新橋●西新橋
西新橋1-1 〜 6（1-3を除く） 西新橋一丁目第一町会
西新橋1-3 新橋桜自治会
西新橋1-7 〜 10、20 〜 24 西新橋一丁目親和町会
西新橋1-11 〜 15、16★ 西新橋一丁目桜正町会
西新橋1-16★、17 〜 19 西新橋一丁目桜町会
西新橋2-1 〜 4、11 〜 15 南佐二町会
西新橋2-5 〜 10 西新橋二丁目南桜町会
西新橋2-16 〜 19、32 〜 35 西新橋二丁目西町会
西新橋2-20 〜 23、36 〜 39 田村新交町会
西新橋3-1 〜 4、13 〜 18、25 西新橋三丁目愛二町会
西新橋3-22 〜 24 御成門六和町会
●虎ノ門●虎ノ門
虎ノ門1-1 虎ノ門会

芝地区 （73団体）
虎ノ門1-2 〜 15 虎ノ門一丁目琴平町会
虎ノ門1-16 〜 23 桜川町会
虎ノ門2-3 〜 9 虎ノ門二丁目明舟町会
虎ノ門3-1 〜 17、18★、19★ 虎ノ門三丁目巴町会
虎ノ門3-18★、19★、20 〜 24、25★ 虎ノ門三丁目広栄町会 
虎ノ門4-1 〜 3 虎ノ門四丁目町会
虎ノ門5-1、2、3★、11★、12、13
虎ノ門3-25★ 神谷町町会

虎ノ門5-3★、4、6★、7（仙石山アネックスを除く） 仙石山町会
虎ノ門5-3-20 仙石山アネックス 仙石山アネックス自治会
虎ノ門5-5-1 アークヒルズ仙石山森タワー自治会
●愛宕●愛宕
愛宕1-1 〜 7
愛宕2-1 〜 8 愛宕町会

●芝公園●芝公園
芝公園1丁目全域 芝公園一丁目町会
芝公園2-2、3★、4★、5 〜 9、10★、11、12 芝公園二丁目町会
芝公園2-3★、4★、10★ 片門前町会
芝公園3丁目全域 芝公園三丁目町会
芝公園4丁目全域 芝公園四丁目町会
●浜松町●浜松町
浜松町1-1 〜 11、13、14 浜松町一丁目町会
浜松町1-12、15 〜 31 芝浜町会
浜松町2-1 〜 4 浜三町会
浜松町2-5 〜 13 芝浜四町会
●芝大門●芝大門
芝大門1-1 〜 3、5、9★ 芝大門一丁目北親会
芝大門1-4、16 芝浜町会
芝大門1-6 〜 8、9★、10 〜 15 芝大門一丁目宮本町会
芝大門2-1、8、9 片門前町会
芝大門2-2、3 芝大門二丁目中一町会
芝大門2-4、5 浜三町会
芝大門2-6、7 芝大門中二町会
芝大門2-10、11、13 中三三治会
芝大門2-12 芝浜四町会
●芝●芝
芝1-1 〜 15
芝2-2、3、13、14★、27★、28★、29★ 芝金杉町会

芝2-1、3★、4 〜 12、14★、15★、16 〜 22、32
芝3-4★、5、6 芝新堀町会

芝2-15★、23 〜 27、28★、29★、30、31★ 芝西応寺町会
芝3-1 〜 3、7 〜 16 芝三丁目松本町会
芝3-17 〜 43 北四国町会
芝4丁目全域
芝5-33★ 本芝町会

芝5-1 〜 17、19 〜 28 芝五丁目町会
芝5-18-1 都営芝五丁目アパート1号棟 都営芝五自治会
芝5-18-2 都営芝五丁目アパート2号棟 芝和城会
芝5-29 〜 31、34★、35 〜 37 三田新町町会

港区で活動している 町会・自治会一覧 令和3年1月1日現在



（表中の★は町会・自治会の一部が該当している地域です）
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●●東麻布東麻布
東麻布1-1 〜 6、7★、9★
東麻布2-1、2、3★ 飯倉三・四丁目町会

東麻布1-7★、8★、9★、10 〜 14、21 〜 28 東麻布一丁目飯五町会
東麻布1-8★、15 〜 20、29
東麻布2-4★、19、20、21★、28★、29、30★ 麻布森元町会

東麻布2-3★、4★、5 〜 18、21★、22★、23★ 東麻布初音町会
東麻布2-21★、22★、23★、24 〜 27、28★、
30★、31 〜 35 東麻布北新睦会

東麻布3-1 〜 10 東麻布三丁目会
●麻布台●麻布台
麻布台1-5 〜 11
麻布台2-3★ 飯倉町会

麻布台2-2★、3★、4 飯倉三・四丁目町会
麻布台3-1 〜 5 麻ノ葉町会
●麻布十番●麻布十番
麻布十番1-1、3、4★ 永坂会
麻布十番1-2 東麻布三丁目会
麻布十番1-5 〜 7 麻布十番睦会
麻布十番1-8 〜 11 新二会
麻布十番2-1、2、3★、12★、13★、14 〜 20、21★
麻布十3-3、4★、7★ 麻布十番網代会

麻布十番2-3★、4★、8★、9★、10、11、12★、13★
麻布十番3-7★、8★ 坂下会

麻布十番2-5、6、7★ 麻布宮村町会
麻布十番2-9-8 麻布十番中央マンション 麻布十番中央マンション自治会
麻布十番2-21★ 
麻布十番3-1、2、4★、5、6、7★、8★、9 〜 14 山元町会

麻布十番4-3、4 ツイン一の橋1、2号館及び1階店舗 ツイン一の橋自治会
●南麻布●南麻布
南麻布1-1 〜 4、8★、9 〜 26、27★
南麻布3-3★ 麻布竹谷町会

南麻布1-5、6、8★ 南麻布一丁目東町町会
南麻布1-27★
南麻布2-1、9、14★
南麻布3-1、2、3★、4 〜 21
南麻布4-11★

麻布本村町会

南麻布2-2 〜 5、8、10 〜 13、14★ 南麻布新堀会
南麻布2-7、15 新広尾古川町会

麻布地区 （42団体）

●三田1丁目〜 3丁目●三田1丁目〜 3丁目
三田1-3 〜 13 三田一丁目町会
三田2-1 〜 3、17 〜 22 三田綱町自治会
三田2-4 〜 12、13★ 三田二丁目一交会
三田2-13★、14
三田3-1★ 三田慶応町会

三田2-15★. 16
三田3-1★、2、3、4★
三田4-1★

三田慶南町会

三田3-4★、5、6、7★、12★、13、14 三田新町町会
三田3-7★、9 〜 11、12★ 三田三丁目町会親和会
三田3-8-10三田社宅 三田社宅自治会

南麻布3-22
南麻布4-13 〜 15（高輪地区町会） 新広尾町三丁目町会

南麻布4-1、2★、5★
南麻布5丁目全域 南麻布広尾町会

南麻布4-2★、3、4、5★、6 〜 10、11★、12 南麻布富士見町会
●元麻布●元麻布
元麻布1-3★、4★、5★、6、7 山元町会
元麻布1-4★、5★
元麻布2-3★、7 〜 10、14★ 麻布本村町会

元麻布2-1、2、4、5★
元麻布3-4★、5★ 三軒家会町会

元麻布2-5★、6、11★
元麻布3-1★、5★、6 〜 13 麻布宮村町会

元麻布3-1★、2★、3、4★、5★ 桜田睦会
●西麻布●西麻布
西麻布1-1★ 六本木材木町町会
西麻布1-1★、2 〜 15
西麻布2-11 〜 14
西麻布3-1、2★、17 〜 24

西麻布霞町町会

西麻布2-1、2、4 〜 7、9★、10、17★ 西麻布二丁目東町会
西麻布2-8、9★、15、16、17★、18 〜 26 麻布上笄町会
西麻布3-2★、3★、5★、6★ 桜田睦会
西麻布3-3★、4、5★、7、8★、9 〜 16
西麻布4-1 〜 3、4★ 仲笄町会

西麻布3-6★、8★ 三軒家会町会
西麻布4-4★、5 〜 11、13★、14★ 西麻布四丁目南笄町会
西麻布4-12、13★、14★、15 〜 22 西麻布上町会
●六本木●六本木
六本木1-1、2、3★
六本木3-1★ アークヒルズ自治会

六本木1-3★、4、5★
六本木2-1 〜 4
六本木3-1★、2★

谷箪町会

六本木1-5★、6★、7★、8、9★、10
六本木3-2★、3★ 麻布市兵衛町町会

六本木1-9★（芝地区町会） アークヒルズ仙石山森タワー自治会
六本木3-2★、4★
六本木4-1★、2★ 今井町親睦会

六本木3-3★、16 〜 18
六本木5-15 〜 18 麻ノ葉町会

六本木3-4★、5、6、7、15★ 六本木市西町会
六本木3-8 〜 14、15★
六本木4-1★、2★、3 〜 12
六本木5-1 〜 4、5★、7★、8★、9★
六本木6-1★、7★
六本木7-14、15★

六本木町会

六本木5-9★、10★、11★
六本木6-5★、6★、7★、8 日ケ窪親和会

六本木5-10★、11★
六本木6-11★、17 麻布十番睦会

六本木5-12★、13 永坂会
六本木6-1★、2★、5★、6★
六本木7-15★、17★、18★ 六本木材木町町会

六本木6-2★、3、4、5★、9、10、11★、12、15★、16★ 六本木ヒルズ自治会
六本木6-11★、16★ 麻布宮村町会
六本木6-15★、16★ 桜田睦会



（表中の★は町会・自治会の一部が該当している地域です）
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●●元赤坂元赤坂
元赤坂1-1、2★、3★、4★、5 〜 7 元赤坂伝馬町町会
元赤坂1-2★、3★、4★ 赤坂表一二町会
元赤坂2-2 元赤坂二丁目町会
●赤坂●赤坂
赤坂1-1 〜 4、5★、9★
赤坂2-1 〜 4、5★ 赤坂溜池町会

赤坂1-6 〜 8、9★、11★
赤坂2-5★、7 〜 10 赤坂東一・二丁目町会

赤坂1-11★、12★、14 霊南坂町会
赤坂1-12、13（麻布地区町会） アークヒルズ自治会
赤坂2-5★、6、13
赤坂3-3 〜 7、11、12 赤坂田町三・四・五丁目町会

赤坂2-11、12、15 〜 23
赤坂6-7 赤坂福吉町会

赤坂2-14
赤坂3-13 〜 15
赤坂5-1★、3★

赤坂新三町会

赤坂3-1、2、8 〜 10 赤坂見附会
赤坂3-16 〜 19 赤坂新二町会
赤坂3-20、21 赤坂新一町会
赤坂4-1 〜 3
赤坂5-1★、2、3★ 赤坂一ツ木町会

赤坂4-4 〜 7、10 〜 17 赤坂丹後町町会
赤坂4-8、9 赤坂表一二町会
赤坂5-4、5★
赤坂6-1 〜 4、5★、11 〜 13 赤坂中ノ町・新四町会

赤坂5-5-26都営赤坂五丁目アパート 赤坂五丁目26自治会
赤坂6-5★、6、8 〜 10、18、19 赤坂氷川町町会
赤坂6-14 〜 17
赤坂7-8 〜 11 赤坂新町五丁目町会

赤坂7-1 〜 7 赤坂七丁目町会
赤坂8丁目全域（13番を除く） 赤坂八丁目町会
赤坂8-13
赤坂9-1、2★、3 〜 6 檜町町会

赤坂9-7 東京ミッドタウン町会
●南青山●南青山
南青山1-1 〜 11、12★、13 〜 15、24★、25、26
南青山2-1、2★ 青山一丁目町会

南青山1-12★、15★、16 〜 23、24★
南青山2-33★ 南青山一丁目町会

南青山2-2★、3 〜 11 青山二丁目町会
南青山2-12 〜 23、24★、25、32★ 青山外苑町会
南青山2-24★、26、27、28 〜 31 南北青山二丁目町会
南青山2-27★
南青山3-1 〜 11、12★、14★、15★
南青山4-1 〜 3、4★、5 〜 17

青山三・四丁目町会

南青山2-34★（麻布地区町会） 西麻布霞町町会

●三田4丁目・5丁目
三田4-1★、2、4、5、11★ 三田寺町町会
三田4-3、6、7★
三田5-2 〜 12、13★、14★ 三田豊岡町会

三田4-7★、8★
三田5-13★、14★、15 〜 21 三田松坂町会

三田4-8★、9★、10、11★、12 〜 17、18★ 三田台町会
三田4-9★、18★、19 伊皿子自治会
三田4-18-20 ファミールグラン三田伊皿子坂 三田伊皿子坂自治会
三田5-1（麻布地区町会） 新広尾古川町会
●高輪
高輪1-1 〜 3、4★ 白高町会
高輪1-4★、5★、6 〜 13 松ヶ丘会
高輪1-5★ 三田台町会
高輪1-5★
高輪2-1★ 伊皿子睦会

高輪1-15 高輪一丁目アパート自治会
高輪1-16★、17★、18 〜 20 高輪一丁目君友会
高輪1-16★、17★ 一心会
高輪1-21、22、23★、24 〜 26、27★
高輪2-3★、4、5、8★ 高輪二本榎町会

高輪1-27★ 高輪本町親交会
高輪2-1★、2★、3★ 高輪台町会
高輪2-1★、2★、11、12★、14★、15、20★、21★ 車町西町会
高輪2-1-11 秀和高輪レジデンス 秀和高輪自治会
高輪2-1-13 高輪タウンハウス 高輪タウンハウス自治会
高輪2-3★、8、9 高輪二丁目長和会
高輪2-6、7
高輪3-14★、15 高輪親睦会

高輪2-10★、12★、13、14★、21★
高輪3-19★、24 高輪北町親和会

赤坂地区 （35団体）

高輪地区 （46団体）

六本木7-1 〜 13、16、17★、22、23 竜土町会
六本木7-18★、19 〜 21 西麻布霞町町会

南青山3-13、14★、15★、16 〜 18
南青山4-18、19、20★、21 〜 28
南青山5丁目全域

青山表参道町会

南青山4-4★（麻布地区町会） 西麻布二丁目東町会
南青山6丁目全域
南青山7-1 〜 11、12★、13★ 青山高樹町町会

南青山7-12★、13★、14 山笄町会
●北青山●北青山
北青山1-2 〜 5 北青山一丁目町会
北青山1-6-1、2、北青山一丁目都営アパート1・2号棟 北青山一丁目住宅自治会
北青山1-6-3、4、北青山一丁目都営アパート3・4号棟 北青山一丁目アパート3・4号棟自治会
北青山2-2 青山二丁目町会
北青山2-3 〜 6、7★ 青山外苑町会
北青山2-7★、8★、9 〜 14 南北青山二丁目町会
北青山3-2、3、5★ 青山三・四丁目町会
北青山3-4-1★都営北青山三丁目アパート 北青山三丁目アパート自治会
北青山3-5★、6 〜 15 青山表参道町会



22 23

●芝浦
芝浦1丁目全域 芝浦一丁目町会
芝浦2丁目 芝浦二丁目町会
芝浦2-1-11 グランドメゾン田町 グランドメゾン田町自治会
芝浦2-17-9 UR都市機構芝浦二丁目市街地住宅 公団芝浦二丁目自治会
芝浦3丁目
芝浦4丁目 芝浦三・四丁目町会

芝浦3-5-34 シティハイツ芝浦 シティハイツ芝浦自治会
芝浦4-4-27 三田ナショナルコート 三田ナショナルコート自治会
芝浦4-4-38 都営芝浦四丁目アパート 都営芝浦四丁目アパート自治会
芝浦4-8-12 メゾン田町 メゾン田町自治会
芝浦4-19-7 都営芝浦四丁目第2アパート 芝浦第二アパート自治会
芝浦4-19（ケープタワー）、20（ブルームタワー、ブルー
ムホームズ）、21（グローヴタワー）、22（エアータワー） 芝浦アイランド自治会

●海岸2丁目・3丁目
海岸2丁目
海岸3丁目 海岸二・三丁目町会

海岸3-9-40 トミンハイム海岸三丁目 トミンハイム海岸三丁目自治会
海岸3-13-1 サンコーポラス芝浦 東港自治会
●港南
港南1丁目〜 5丁目（港南2-2、6を除く） 港南町会
港南2-2、6 品川駅港南口町会
港南3-1-26 都営港南三丁目アパート 港南三丁目アパート自治会
港南3-3-17 シティハイツ港南 シティハイツ港南自治会
港南3-4-8 港南三丁目第2市街地住宅 港南三丁目第二市街地住宅自治会
港南3-7-16 フェイバリッチタワー品川 フェイバリッチタワー品川自治会
港南3-9-50 都営港南三丁目第2アパート 港南三丁目第2アパート自治会
港南4-2 都営港南四丁目第3アパート 港南四丁目第3アパート自治会
港南4-2-7 シティタワー品川 シティタワー品川自治会
港南4-6 ワールドシティタワーズ ワールドシティタワーズ自治会
港南4-7-1 都営港南四丁目第2アパート 港南四丁目第2アパート自治会
●台場
台場1-3-1 都営台場一丁目アパート1号棟 台場一番自治会
台場1-5-4 トミンハイム台場五番街4号棟 シーリアお台場五番街4号棟自治会
台場1-5-6 都営台場一丁目アパート6号棟 シーリアお台場五番街6号棟自治会
台場1-5-7 シーリアお台場五番街7号棟 シーリアお台場五番街7号棟自治会
台場2-2-2 THE TOWERS DAIBA THE TOWERS DAIBA自治会

芝浦港南地区 （30団体）

� 番地の記載がない地域は、町会・自治会がないか、休会中等です。
� 町会・自治会に加入をご希望の方、またはご質問やご相談のある方は 

該当する地区の各総合支所（裏表紙記載）へお問い合わせください。

高輪2-16★、17★、18、19、20★ 車町東町会
高輪2-16★、17★ 伊皿子自治会
高輪3-1★、2 〜 9 西町自治会
高輪3-1高輪郵政宿舎 高輪郵政宿舎自治会
高輪3-10 〜 12 白金猿町町会
高輪3-13、14★、22★、23、25、26
高輪4丁目全域 高輪南町会

高輪3-16 〜 18、19★、20★、21、22★、23★ 高輪共和会
●白金
白金1-1、2（麻布地区町会） 新広尾古川町会
白金1-3、4、11 〜 14、17 〜 24、26、27、29★ 白高町会
白金1-5、6
白金3-2★、3
白金5-4

田島町町会

白金1-7 〜 10、15★、16、25★
白金3-2★、9、10、20★、21、22、23★ 第一・三光町会

白金1-25★
白金2-1★、2★
白金3-11★、23★

尚礼会町会

白金1-28、29★
白金2-2、3 一心会

白金2-1★、5、6★、7★
白金4-1★、2 〜 10、12 〜 15 白金三光第五町会

白金2-6★、7★ 日吉坂町会
白金3-1
白金5-1 〜 3 新広尾町三丁目町会

白金3-4 〜 8、11 〜 19 白金三光町会
白金5-5 〜 8 白光町会
白金5-9 〜 15 白金第四町会
白金6-1、2、16★、17 〜 23 奥三光町会
白金6-3 〜 15、16★ 白金三光第六町会
●白金台
白金台1丁目★ 白金台一丁目町会
白金台1-1★
白金台3-1、2★
白金台4-2★、3★、5

日吉坂町会

白金台2-1 〜 3、4★、5★
白金台3-7★、8 白金台七七町会

白金台2-4★、12★、13★、14 〜 16、17★
白金台3-7★、9 〜 11、12★ 白金今里町協和会

白金台2-5★、6 〜 8、9★、10、11★、12★ 西町自治会
白金台2-9-12 プラウドタワー白金台 プラウドタワー白金台ふれあいサロン
白金台2-11★、12★、13★、17★、18 〜 27 白金猿町町会
白金台3-2★、3 〜 6、7★、12★ 白金台十和会
白金台3-2★、14★、15★、16★、17 〜 19
白金台4-7、8、9★
白金台5-18

白金台町二丁目町会

白金台3-12★、13★、14★、15★、16★ 今里町親和会
白金台4-1、2★、3★、4 白金三光第五町会
白金台4-9★、10 〜 20
白金台5-4 〜 9、11★、12 〜 17 白金台三光第八町会

白金台5-1 〜 3、10、11★ 奥三光町会

（表中の★は町会・自治会の一部が該当している地域です）


