
54 令和2年（2020年）2月20日号 令和2年（2020年）2月20日号

民生委員・児童委員は
みなさんの身近な相談相手です

地域支えあい活動支援係／5階　☎（3228）5582  （3228）5620
「介護に疲れた」「子育てが不安」「健康面や生活が心配」などの悩みを抱えて
いませんか。民生委員・児童委員、主任児童委員は、これらの相談を受け関係機
関につなぎます。厚生労働大臣から委嘱を受けた無報酬の特別職公務員で、相
談した方の秘密は守られるので、気軽に相談してください。
各委員は担当区域が決まっており、任期は3年です。昨年12月1日付で一斉

に改選されたので、今号と次号に分けて紹介します。

南中野地区
氏名 電話番号 担当区域

河合　明 080（1003）9578 南台1丁目1～8番、15番

五味　尚代 （3376）7780 南台1丁目9～14番、南台2丁目1～3番、
18～22番

小林　智子 （5388）7275
南台2丁目4～17番、南台4丁目1番（5号）、
3番（5～7号）、5番（12～14号）、6番（1～
3・10～11号）

浅川　茂樹 （3381）1252 南台2丁目23番、24番、34～40番、41
番（1～7・18～20号）、42番

藤原　亮一 （6677）9206 南台2丁目25～33番、45番、46番（1号）

飯原　順子 （3382）4121 南台2丁目46番（2～11号）、48～52番

飯沼とき江 （3382）1122 南台3丁目37～44番、46番（1～5・33・
34号）

熊澤紀代子 （3381）3516
南台3丁目1～5番、6番（1～6号・16号と
26号の一部・27～28号）、7～14番、20番、
32番

吉川　順子 （3381）9650 南台3丁目15～19番、21番、26番（1～
11・24号）、27～31番、33～36番

田中　晴美 （5385）0768
南台3丁目6番（8・14・17・19・22・25号・
16号と26号の一部）、22～25番、26番（12
～23号）

山川　義則 （3381）3124
南台4丁目1番（1～4・6～7号）、2番、3番
（5～7号を除く）、4番、5番（3～11号）、6
番（4～9号）、7～16番

川島世師子 （5385）6489 南台4丁目17～28番、33～36番

田代美千代 （3381）8527 南台4丁目52～65番

布施　律子 （3381）8383 南台4丁目29～32番、37～38番、39番（1・
10～12号）、44番（7～10号）、45～49番

田村　浩美 （3381）8059 南台5丁目9～16番、18番（1～3・13・14
号）、19～23番

土屋佐津子 （3382）2565 南台5丁目17番、18番（4～12号）、26～
33番、34番（3～9号）

浅野　晶子 （6875）2588
弥生町6丁目1番、3～14番、南台3丁目
45番、46番（6～32号）、南台5丁目24～
25番、34番（1～2・10～11号）

相場　久恵 （5340）7262 弥生町6丁目2番

長沼　惠子 090（3242）6141 弥生町5丁目1～11番
野中　聖子 （3380）0329 弥生町5丁目12～23番

赤坂　邦子 （3382）5886
南台2丁目41番（8～17号）、43番、44番、
47番、弥生町4丁目1番（1～6・13～16号）、
20～25番

清水　眞子 （3384）8509 弥生町4丁目15～19番、26～37番

杉山　郁子 （3381）0924 弥生町2丁目43～53番、弥生町5丁目24
～27番

樋口　尚子 （3384）1512 弥生町4丁目1番（7～12号）、2～14番

山本はる江 （3372）6184 弥生町3丁目28～36番

東部地区
氏名 電話番号 担当区域

深沢　行代 （3372）0463
本町1丁目13番（9～18号）、14番、15番
（7～24号）、31番、32番、中央1丁目1番、
21番、33～39番

由井美恵子 （3372）1701 本町2丁目46～51番、54番

幕内真由美 （3374）5870 本町3丁目32～33番、本町4丁目5番、中
央3丁目23番

藤井　裕子 （3363）1826 中央2丁目1～6番、29番、30番

飯田　敬子 （3366）4016
中央1丁目2～12番、13番（9～11号）、
14番、15番、18番、19番、20番（1～4・
18～35号）

川口みさ子 （3361）4324 中央1丁目16番、17番、20番（5～17号）、
22～24番、26～32番

堀　すが子 （3369）9728 中央1丁目40～50番

小林　真里 （3368）1215 中央2丁目7～20番

坂口江美子 （3361）7214 本町3丁目27～31番、中央2丁目24～
28番、31～33番、46番、47番

水野　満江 （3369）2755 中央2丁目34番、38～45番

山田三恵子 （3368）1712 中央2丁目48～56番

米ノ井英次 080（3258）3994 中央3丁目1番、2番、22番、24～26番
小池　久子 （3361）8624 中央2丁目35～37番、57～59番

小堀　敬子 （3365）5847
中央1丁目13番（1～8号）、25番、51番、
52番、中央2丁目21～23番、東中野1丁
目2～9番、東中野2丁目1～3番

小林　淳子 （3369）7563 東中野1丁目37～50番

久保田朋子 （3363）6599 東中野1丁目1番、15～23番、36番

中村　惠子 （3369）7090 東中野1丁目51～59番

鈴木　静子 （3369）8572 東中野1丁目10～14番、24番、25番

永長由美子 （3366）5610 東中野1丁目26～35番

神山　映子 （3369）8621 東中野2丁目4～8番、18番、19番

辻本美禰子 （3369）3575 東中野2丁目17番、20～28番

大倉　晴子 （3368）5359 東中野2丁目9番、10番、15番、16番、29
～34番

小熊　笑子 （3361）1966 東中野2丁目11～14番、35番、36番

平泉　紀子 （3369）7497 中野1丁目1～8番、26番、27番

佐藤　浩子 （3368）9107 中野1丁目9～20番、22～25番

橋本　和子 （3361）1820 中野1丁目21番、28～31番、33～39番

河本　茂子 （3362）3797 中野1丁目40～49番、51番

加藤　洋子 （5386）8724 中野1丁目52番、53番、54番（1～5号）、
56番（7～13号）、57～63番

髙山　直子 （3369）6471
主任児童委員（東部地区全域）

森尻千佐子 （3367）6836

鍋横地区
氏名 電話番号 担当区域

木村　浩子 （3381）3576 本町5丁目1～6番、9～14番、24～29番

清水　雄二 （3382）8223 本町5丁目7番、8番、15～23番

吉原　悦子 （3380）5063 本町5丁目30～47番

橋本　久子 （3380）5369 本町4丁目7～11番、14～17番

小網　憲 （3381）3893 本町4丁目12番、13番、22～26番

福岡　正枝 （3384）9595 本町4丁目6番、18～21番、29番

髙橋富美子 （3383）5939 本町4丁目27番、28番、31～36番、本町
5丁目48番

秋元智恵子 （3384）9034 本町4丁目37～38番、本町6丁目1～5番、
11～13番

白井　晴子 （3381）3737 本町4丁目30番、43～44番、中央4丁目
2～3番、8番

弥生地区
氏名 電話番号 担当区域

石田惠美子 （3372）1215 弥生町1丁目1～7番

江野畑あや子 （3372）5323 弥生町1丁目8～11番、21～28番、58番、
59番

渡辺　章江 （3372）0878 弥生町1丁目29番、30番、52～57番、60
番

村野美穂子 （3375）7992 弥生町1丁目12～20番、31番、32番、34
～36番

八鍬　幸子 （3375）7615 弥生町1丁目33番、37番、38番（11～23
号）、40～51番

熊澤　惠子 （3372）9366 弥生町2丁目5～14番、20～22番

早乙女久美子 （5371）0304 弥生町2丁目1～4番、15～19番

五味香代子 （3382）1626 弥生町2丁目23～42番

佐藤あや子 （3373）8896 本町1丁目1～9番

柳野恵美子 （3372）4641 本町1丁目10～12番、13番（1～8号）、
15番（1～6・25号）、16～30番

上野美恵子 （3372）7882 本町2丁目1～5番、15～28番

渡辺　華江 （3372）4673 本町2丁目6～14番、本町3丁目1番、7番、
15番

徳田美代子 （3370）9748 本町2丁目29～36番、39～45番

日江井フミ子 （3372）7819 本町2丁目37番、38番、52番、53番、本
町3丁目16番、17番、25番、26番

山﨑久美子 （3372）6071 本町3丁目2～6番、8～11番、本町4丁目
1番、2番

堀越みゆき （3320）0114 本町3丁目12～14番、18～24番、本町4
丁目3番、4番

山本麻由美 （3373）3147
主任児童委員（弥生地区全域）

越坂部千明 （6315）7501

遠藤　文夫 （3372）2569 弥生町3丁目1番（5～15号）、2～8番、9
番（5～19号）、12番（8～14号）、13番

小黒美代子 （3372）1898 弥生町3丁目14番、15番（4～8号）、19～
22番、24番（7～25号）、27番

増渕　恵子 080（3704）6667

弥生町1丁目38番（1～10・24・25号）、
39番、弥生町3丁目1番（1～4・16～18
号）、9番（1～4・20号）、10番、11番、12
番（1～7・15～18号）、15番（1～3・9・10
号）、16～18番、23番、24番（1～6・26号）、
25番、26番

望月加代子 （3372）5257
主任児童委員（南中野地区全域）

赤津　知子 （3382）6448

欠員 （3228）5582
南台4丁目39番（2～9号）、40～43番、
44番（1～6号）、50～51番、南台5丁目1
～8番
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次号（3月5日号）で
おしらせします 竹内ひろ子 （3381）4941 中央3丁目30～36番、中央4丁目1番、9番、

10番

齋藤　明美 （3381）0824 本町6丁目6～10番、23番、24番、31～
33番、39～41番

増﨑　明子 （3229）7347
本町4丁目39～42番、45～48番、本町6
丁目14番、15番、16番（12号の一部・13
～22号）、17番（1～6号）

伊知地晃子 （3381）1459 本町6丁目16番（1～11号・12号の一部）、
17番（7～15号）、18～22番

喜多あゆみ （3229）1066 中央5丁目5～10番

中畑　佳子 （3383）1908
中央5丁目15～19番、20番（1～7・13～
15号）、21番（1・6～14号）、27番（1～
13・24～34号）

寺﨑　益枝 （3384）3996 本町6丁目27～30番、34～38番、42～
45番

飯塚ひさえ 090（4053）2147
主任児童委員（鍋横地区全域）

坂主美奈子 080（4688）3037

欠員 （3228）5582
中央4丁目4番、5番、6番（1～13・18～
32号）、7番、中央5丁目1～4番、11～14
番、本町6丁目25番、26番

桃園地区
氏名 電話番号 担当区域

松村美枝子 （3366）0051 中央3丁目3～6番、17～21番、27番

小島　修一 （3361）5470 中央3丁目7～10番、15番、16番、45～
47番

内川久美子 （6304）8074

中野1丁目32番、50番、54番（6～16号）、
55番、56番（1～6号）、中野2丁目1番、2
番、17番、中央3丁目11～14番、48～51
番、中央4丁目42番、43番、44番（6・8号
を除く）、45番、52番

小林喜代子 （3229）1238 中央3丁目28番、29番、37～44番、中央
4丁目21番

小林　清美 （3384）9807 中央4丁目11～14番、20番、22番、23番、
31～33番、49～51番

菅沢　和恵 （3383）9803 中央4丁目34～41番、44番（6・8号）、46
～48番

光　君江 （3382）5908 中央4丁目15～19番、24～26番、30番

忍田　宏子 090（4624）2564 中央4丁目27～29番、54～59番

浅野誉喜子 （3381）5644 中央4丁目6番（14～17号）、中央5丁目
32～43番

西野　節子 （3381）6845
中央5丁目20番（8～12号）、21番（2～5
号）、22～26番、27番（14～23号）、28～
31番、44～48番

進藤伊久枝 （3383）6977 中野2丁目3～10番、14番、15番、16番（1
～4号・5号と26号の一部・27～35号）

戸髙　謙治 090（3577）7280 中野2丁目11～13番、23～26番、30番、中野5丁目31番

山田憲一郎 （3381）8038
中野2丁目16番（6～25号・5号と26号の
一部）、18～22番、27～29番、中野3丁目
31～33番、34番（2～8・32号）、中央4丁
目53番、60番、61番、中央5丁目49番

星野　悦子 （3382）5109 中野3丁目1～14番、29番、30番

荒岡めぐみ （5340）4368 中野3丁目15～27番

服部　裕子 （5343）1033
中野4丁目1番、2番、6番（1～5・27号）、
7番（9・10号）、8～10番、13～22番、23
番（1～7号）

古川　美代 （6356）0947
主任児童委員（桃園地区全域）

石川美穂子 （3381）6708

欠員 （3228）5582 中野3丁目28番、34番（2～8・32号を除
く）、35～50番

▲東京都民生委員・
児童委員のキャラク
ター「ミンジー」

☆表中「欠員」となっている地区内の相談は、地域支えあい
活動支援係の電話番号を記載しています


