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昭和・東中野地区
氏名 電話番号 担当区域

長島　歩 090（8722）5545 中野5丁目32～35番、56番、58～67番、68番（1～3・22・23号）

城戸　晴子 （3389）2290 中野5丁目24番（16号）、40～43番、48
～53番、55番

国保　真理 （3389）7440 中野5丁目36～39番、44～47番、54番、
57番

神山美乃理 （3386）2047 中野5丁目25～30番

佐々木繁子 （3389）7818 中野5丁目6～8番、18～22番

加藤　節子 （3388）4886 中野5丁目1番、2番、3番（1～17・28～
36号）、9～17番

千葉　光代 （3387）2977
中野5丁目3番（18～27号）、4番、5番、
23番、24番（16号を除く）、上高田2丁目
1番（1～16・26～33号）、3番（1～39号）

小林　弘美 （3362）7228
中野6丁目16番、17番、21～29番、30
番（1～11・25～31号）、31番（1～3・18・
19号）、32番（1～7・19～21号）

蓮見ゆう子 （3371）0521 中野6丁目1番、7～13番、18～20番

石坂真智子 （3361）3077
中野6丁目2～6番、14番、15番、30番（12
～24号）、31番（4～17号）、32番（8～18
号）

中川弥生子 （3360）9815 上高田1丁目1番（1～24・27～45号）、2
番（1～27・40～51号）、3番（1～5号）

田代　治美 （3362）5988

上高田1丁目26番（1～9・17～21号）、27
番（1～16・25～29号）、30番（1～3・9号）、
31番（1～14・22～30号）、34番（1～9・
17～23号）、35番（1～11・25～30号）、
36番（1～10・21～26号）、37番（1～10・
25～29号）

鋤柄　恭子 （3386）6493
上高田2丁目40番（1～13号・14号の一部・
15・16・20～35号）、新井１丁目1番、2番
（1～17号・25号の一部・26～28号）、3番
（1～3・9～15号）

田邉　俊子 （3368）5273 東中野3丁目1～5番、7番、22～24番

田口　洋文 （3364）0203 東中野3丁目6番、8～11番、13番、14番

澤本　雅一 （3362）7396 東中野3丁目12番、15～21番

渡邉　公子 （3368）0127 東中野4丁目1～9番

丸本　玲子 （3366）3942 東中野4丁目10～21番

脇屋美智子 （3361）8680 東中野5丁目1～10番、12番

内田　光子 090（8814）1825 東中野5丁目11番、14～19番、27～29番

岸　哲也 （5389）7540 東中野5丁目13番、20～26番、30番

佐藤清一郎 （3228）0266 主任児童委員（昭和・東中野地区全域）

欠員 （3228）5582 東中野4丁目22～30番

新井地区
氏名 電話番号 担当区域

成田　房雄 （5318）9141
中野4丁目3～5番、6番（6～26号）、7番（1
～8号）、11番、12番、中野5丁目68番（4
～21号）

星野　新一 （3386）2762 新井1丁目2番（18～24号・25号の一部）、
15～22番、31～35番

野中　隆夫 090（5808）4501 新井1丁目3番（4～8号）、4番、5番、12～14番、23～30番

鈴木　公子 （3388）0308 新井1丁目6～11番、新井2丁目1～8番

田中　玲子 （3386）1495 新井2丁目24～35番、37番、38番

田子　裕之 090（4203）9668 新井2丁目36番、39～43番、新井3丁目17～23番、37番

佐藤千惠子 （3386）2061 新井3丁目1番、4～9番、11～13番、新井
4丁目1番、2番、14番

伊澤　由美 090（3906）7847 新井3丁目10番、新井4丁目3～13番、15～17番

田村　洋子 （3389）4176 新井4丁目18～21番、松が丘2丁目1～6
番、8番、9番

村松　聖子 （3319）0701 新井4丁目22～32番

松澤　好男 （3386）2679 新井5丁目1～16番

前川　祥子 （3388）9833 主任児童委員（新井地区全域）

欠員 （3228）5582
新井1丁目36～43番、新井2丁目9～23
番、新井3丁目2番、3番、14～16番、新井
5丁目17～33番、松が丘1丁目6番

上高田地区
氏名 電話番号 担当区域

岡見　初音 （3386）0604 上高田1丁目7～16番

近藤　裕子 （3386）6029
上高田1丁目1番（25・26号）、2番（28～39
号）、3番（6～12号）、4～6番、17～19番、
22～25番、26番（10～16号）、27番（17～
24号）、28番、29番、30番（4～8号）、32番

田中　惠子 （3387）2847
上高田1丁目20番、21番、31番（15～21
号）、33番、34番（10～16号）、35番（12
～24号）、36番（11～20号）、37番（11～
24号）、38～40番

秋野　昌子 （3389）6831 上高田1丁目41～50番

辻　尚美 （3386）1281 上高田2丁目1番（17～25号）、2番、3番
（40～50号）、4～11番

田川　礼子 （3386）3352 上高田2丁目12～19番、24～26番、35
～37番

秋山　妙子 （3319）9992 上高田2丁目20～23番、27番、28番、32
～34番、54～58番

小池　大介 （3385）0948 上高田2丁目29～31番、38番、39番、40
番（14号の一部・17～19号）、41～53番

髙野　好造 （3389）9233 上高田3丁目15～22番、25～28番

飯田勇美永 （5380）4056 上高田3丁目23番、24番、29～41番

三木由美子 （3387）8073 上高田4丁目1～16番、18～23番

畠山　妙子 （3385）8404 上高田4丁目17番

久住　辰雄 （3386）8405 上高田4丁目24～26番

村上さおり （3387）6015 上高田3丁目1番、2番、上高田4丁目27
～48番

河野　孝子 （3388）0640 上高田5丁目13～16番、29～34番、46番、
47番

荒井　優子 （3386）9714 上高田5丁目1～12番、17～24番

宮﨑　直子 （3385）7427 主任児童委員（上高田地区全域）

欠員 （3228）5582 上高田3丁目3～14番、上高田5丁目
25～28番、35～45番

3月～6月に民生委員が3月～6月に民生委員が
高齢者調査を実施します高齢者調査を実施します

75歳以上の高齢者のみの世帯を訪問し、健康状態
や困っていることなどについて伺います。心配なこ
とがあったら相談を。緊急連絡カードの作成につい
ても案内します。
☆民生委員は、必ず「民生児童委員証」を携帯して
います

地域支えあい活動支援係／5階
☎（3228）5582  （3228）5620

春は入学や就職、転勤など節目の季節。区役所では3月から
4月にかけて、引っ越しに関する届け出が集中し、普段よりも
手続きに時間が掛かります。
できるものから早めに手続きしておきましょう。手続きなど

について詳しくは、区HPや昨年末に配布した「わたしの便利帳」
もあわせてご確認ください。

引っ越し等の手続きはお早めに
◆ 区役所1階総合窓口の混雑状況などをス
マートフォンやパソコンでご覧になれます

管理運営係／1階
☎（3228）8818  （3228）5653
区HP（右記二次元コード）からご利用

ください。

こんなことが確認できます
①お出掛け前には　自宅や外出先で、その時点で
の窓口混雑状況
②区役所に到着後には　受付発券機で番号札を
発券します。札の二次元コードをスマートフォン
等で読み取ると、自分の番号が呼び出されている
かが分かります

◆ 手続きには本人確認書類が必要です

☆代理人が手続きをする
場合には、委任状などが
必要になることがありま
す。あらかじめ各係へ問
い合わせを

例　運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

転入・転出など一部の手続きでは、
夜間・休日窓口を利用できます。利用
可能な手続きについて詳しくは、区HP

（右記二次元コード）をご覧ください。 地域事務所 所在地 電話番号

南中野 弥生町5-11-26 （3382)1457

東　部 中央2-18-21 （3363）0752

江古田 江原町2-3-15 （3954）6812

野　方 野方5-3-1 （3330）4201

鷺　宮 鷺宮3-22-5 （3330）4112

区役所では、夜間・休日窓口を開設しています

主な手続きの問合せ先

地域事務所もご利用を
住民記録係／1階　☎（3228）5500  （3228）5653

住民記録係／1階　
☎（3228）5500  （3228）5653

住民異動届 後期高齢者医療係／2階
☎（3228）8944  （3228）5661

後期高齢者医療保険

国民年金係／1階　
☎（3228）5514  （3228）5654

国民年金 学事係／5階
☎（3228）5459  （3228）5680

区立小・中学校への転
入学

資格賦課係／2階
☎（3228）5511  （3228）5655

国民健康保険 子育て窓口／3階
☎（3228）5484  （3228）5657

児童手当、乳医療証、
子医療証

児童手当・子ども医療費助成係／3階
☎（3228）8952  （3228）5657

児童育成手当、児童扶
養手当、特別児童扶養
手当、ひとり親医療証

開設日時

区HPをご覧にな
るか、住民記録係へ
問い合わせを。

転出届は郵送で
提出できます

転入・転出の届け出や各種証明書の発行などの手続きが
行えます。

就職・離職した方へ
職場の健康保険に加入した（国保をやめる）、または

やめた（国保に加入する）場合は手続きが必要です。詳
しくは、資格賦課係へ問い合わせを。

平日午前8時30分～午後5時開設日時

毎週火曜日＝午後8時まで
毎週日曜日＝午前9時～午後4時

▲夜間窓口 ▲休日窓口

☆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


