
民生委員・児童委員 一覧（町名50音順）　※主任児童委員は最後尾に掲載 R5.2.1

連番 担当区域 氏名 よみがな 連絡先

1 朝日町1丁目 生田　周治 いくた しゅうじ 042-334-2107

2 朝日町2･3丁目1~2,7~8,10~19 原田　まち子 はらだ まちこ 042-369-8270

3 押立町1丁目1~17､30~33,35の一部､36~39､押立町3丁目24､26,27,32~33 靍　由美 つる ゆみ 090-2636-4397

4 押立町1丁目34,35､押立町3丁目1~23,25,28~31 武野　純子 たけの じゅんこ 042-362-2170

5 押立町2丁目4~7,9~29,30(車返団地1区17号棟除く),31~43 森岡　潤家 もりおか じゅんや 042-306-9532

6 押立町4丁目 登　弘毅 のぼる こうき 042-482-1207

7 押立町5丁目 （欠員中） (代行:登　弘毅) (042-482-1207)

8 片町1丁目 桒田　勇二 くわた ゆうじ 042-365-4607

9 片町2丁目 小林　惠子 こばやし けいこ 090-8494-1520

10 片町3丁目 海老澤　信子 えびさわ のぶこ 042-361-6600

11 北山町1丁目 中山　寿美 なかやま すみ 042-505-6891

12 北山町2丁目1~24 長　明美 ちょう あけみ 042-502-1337

13 北山町2丁目25~42 東澤　ゆり子 ひがしざわ ゆりこ 042-502-3921

14 北山町3丁目 吉田　秀代 よしだ ひでよ 042-572-5801

15 北山町4丁目 高桑　なをみ たかくわ なをみ 042-571-0746

16 車返団地1街区(白糸台5丁目31､押立町2丁目1,30) 水谷　百合子 みずたに ゆりこ 042-362-1019

17 車返団地2街区(白糸台5丁目25,26､押立町1丁目24,27) （欠員中） (代行:片桐　富貴子) (042-362-3044)

18 車返団地3街区(白糸台4丁目44,押立町1丁目18,22) 片桐　富貴子 かたぎり ふきこ 042-362-3044

19 寿町1･2丁目 伊藤　盛敏 いとう もりとし 042-361-3453

20 寿町3丁目 葛西　均 かさい ひとし 080-1339-3038

21 小柳町1丁目 永峰　恵子 ながみね けいこ 042-365-8430

22 小柳町2丁目 内海　真理 うつみ まり 042-334-9320

23 小柳町3丁目 （欠員中） (代行:内海　真理) (042-334-9320)

24 小柳町4丁目 坂井　恵子 さかい けいこ 042-369-6901

25 小柳町5丁目1~5,7~10,小柳町6丁目23~24 松木　芳文 まつき よしふみ 042-358-3966

26 小柳町5丁目6,11~26,29~36,小柳町6丁目1~22 白水　優子 しらみず ゆうこ 042-310-9581

27 是政1丁目1~29 三枝　清隆 さえぐさ きよたか 090-4420-0894

28 是政1丁目30~55 （欠員中） (代行:三枝　清隆) (090-4420-0894)

29 是政2丁目 和田　都 わだ みやこ 042-362-5964

30 是政3丁目 横山　純子 よこやま じゅんこ 042-363-4775

31 是政4丁目(ﾘﾑｻﾞ､ﾙﾈﾌｧﾝﾀｸﾞﾗｰﾚ府中是政を除く) 加藤　一晃 かとう かずあき 042-302-0758

32 是政4丁目(ﾘﾑｻﾞ､ﾙﾈﾌｧﾝﾀｸﾞﾗｰﾚ府中是政のみ) 林田　美樹 はやしだ みき 042-360-0658
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33 是政5丁目1~9 糟谷　一夫 かすや かずお 042-360-8016

34 是政5丁目10~21 佐ケ野　久美子 さがの くみこ 042-362-6384

35 是政6丁目 小林　謙二 こばやし けんじ 042-368-1491

36 幸町1丁目 吉木　京子 よしき きょうこ 042-302-9811

37 幸町2･3丁目 榎本　成子 えのもと しげこ 042-361-9520

38 栄町1丁目1~13,19~21 杉浦　真智子 すぎうら まちこ 042-364-9353

39 栄町1丁目14~18,22~33 （欠員中） (代行:杉浦　真智子) (042-364-9353)

40 栄町2丁目 矢口　和成 やぐち かずなり 042-302-8351

41 栄町3丁目 江坂　千鶴 えさか ちづる 042-335-6014

42 清水が丘1丁目 林　比典子 はやし ひでこ 042-361-8667

43 清水が丘2丁目1~18 水島　かえで みずしま かえで 042-302-3547

44 清水が丘2丁目19~60 三輪　ほう子 みわ ほうこ 090-1616-9135

45 清水が丘3丁目1~17 成瀬　広子 なるせ ひろこ 042-302-0320

46 清水が丘3丁目18~51 馬場　盛一 ばば せいいち 042-361-5626

47 白糸台1丁目1~18,55~56,63~64 宮澤　賢一 みやざわ けんいち 042-360-5521

48 白糸台1丁目19~54 太田　陽子 おおた ようこ 042-361-1994

49 白糸台1丁目57~62,65~83 （欠員中） (代行:太田　陽子) (042-361-1994)

50 白糸台2丁目1~6,8,23~49 鹿島　まつ子 かしま まつこ 042-363-3335

51 白糸台2丁目7,9~22,50~72 （欠員中） (代行:勝間田　清美) (042-365-5082)

52 白糸台3丁目1~10,12,14,24~33,48~54 勝間田　清美 かつまた きよみ 042-365-5082

53 白糸台3丁目11,13,15~20,22~23,34~47 原田　勝彦 はらだ かつひこ 042-361-9902

54 白糸台4丁目1~43,45~68 井出　直子 いで なおこ 042-361-8279

55 白糸台5丁目1~24,27~30,32~50 平田　佳子 ひらた　よしこ 042-362-7094

56 白糸台6丁目 田中　美絵 たなか みえ 042-363-0672

57 新町1丁目1~14,21~24 伊藤　達之助 いとう たつのすけ 042-306-7306

58 新町1丁目15~20,36~43,62~84 尾﨑　晴子 おざき はるこ 042-302-9555

59 新町1丁目25~35,44~61 小島　孝子 こじま たかこ 042-362-5810

60 新町2丁目1~43 白神　早斗子 しらが さとこ 042-315-9784

61 新町2丁目44~77 小﨑　慶子 こさき けいこ 042-369-0247

62 新町3丁目1(都営1~6号棟),2~18 加藤　千恵子 かとう ちえこ 042-365-9846

63 新町3丁目1(都営7~20号棟),19~34 篠田　良榮 しのだ よしえ 042-365-3044

64 住吉町1丁目 宮﨑　嘉子 みやざき よしこ 042-369-0847
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65 住吉町2丁目1~21,23~29 蜂谷　定美 はちや さだみ 042-365-5677

66 住吉町2丁目22,30(住吉町住宅1~4号棟,ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ多摩川,ﾗヴｨﾗ府中多摩川,ﾗｲｵﾝｽﾞ府中中河原ﾏｰｸｽﾌｫｰﾄを除く) 尾碕　哲郎 おざき てつろう 042-306-5402

67 住吉町2丁目30(住吉町住宅1~4号棟,ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ多摩川,ﾗヴｨﾗ府中多摩川,ﾗｲｵﾝｽﾞ府中中河原ﾏｰｸｽﾌｫｰﾄのみ) 秀島　由実子 ひでしま ゆみこ 042-366-3693

68 住吉町3丁目 松岡　七七子 まつおか ななこ 042-302-1691

69 住吉町4丁目 佐藤　直美 さとう なおみ 042-207-5397

70 住吉町5丁目 藤倉　和江 ふじくら かずえ 042-302-8456

71 浅間町1･2丁目 小宮　サチ子 こみや さちこ 042-363-9185

72 浅間町3丁目 岡田　愛子 おかだ あいこ 042-386-3408

73 浅間町4丁目 竹内　砂恵子 たけうち さえこ 042-369-0907

74 多磨町1丁目､朝日町3丁目3~6 西館　彰規 にしだて あきのり 042-404-2728

75 多磨町2･3･4丁目 那須　史子 なす ふみこ 042-333-7883

76 天神町1丁目 花岡　祐美子 はなおか ゆみこ 042-365-9828

77 天神町2丁目 田野倉　晴美 たのくら はるみ 042-369-1440

78 天神町3丁目 （欠員中） (代行:花岡　祐美子) （042-365-9828）

79 天神町4丁目 渡辺　たき子 わたなべ たきこ 042-365-1954

80 東芝町（エフユニバースB～Ｅ棟を除く） 岡　智惠 おか ちえ 070-5010-1763

81 東芝町（エフユニバースB～Ｅ棟） 江畑　順子 えばた よりこ 042-361-6767

82 西原町1･2丁目 中山　育枝 なかやま いくえ 042-572-9618

83 西原町3丁目 深澤　眞紀 ふかざわ まき 042-573-8652

84 西原町4丁目 市川　繁子 いちかわ しげこ 042-507-1809

85 西府町1丁目 有山　よしみ ありやま　よしみ 042-364-9024

86 西府町2丁目 石川　謙一 いしかわ けんいち 042-364-9052

87 西府町3丁目 中村　孝子 なかむら　たかこ 042-362-9554

88 西府町4丁目 今橋　博子 いまはし ひろこ 042-502-3112

89 西府町5丁目 𠮷垣　親伸 よしがき ちかのぶ 042-208-1126

90 日鋼町(日鋼団地1～16号棟) 村井　明美 むらい あけみ 042-368-7414

91 日鋼町(日鋼団地17~32号棟) 上田  美紀子 うえだ みきこ 042-366-7667

92 日新町1･2･3丁目 小沼　裕子 おぬま ひろこ 042-336-8175

93 日新町4･5丁目 成田　由美子 なりた ゆみこ 042-319-0899

94 八幡町1丁目 田村　照美 たむら てるみ 090-4376-5088

95 八幡町2丁目1~4,21~37 宮本　至隆 みやもと よしたか 042-361-2136

96 八幡町2丁目5~20 宮﨑　一司 みやざき かずし 042-363-0265
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97 八幡町3丁目 小磯　光子 こいそ みつこ 042-363-4068

98 晴見町1丁目1~21 北條　玲子 ほうじょう れいこ 042-365-0496

99 晴見町1丁目25~29 西川　秀治 にしかわ ひではる 042-366-3280

100 晴見町1丁目23~24,33~34,晴見町2丁目 吉田　佳子 よしだ よしこ 042-336-3740

101 晴見町3･4丁目 髙山　節子 たかやま せつこ 042-360-0987

102 府中町1丁目 鈴木　奈緒美 すずき なおみ 042-363-9644

103 府中町2丁目1~9,3丁目 春日　美奈 かすが みな 042-306-8344

104 府中町2丁目10~32 清田　志郎 きよた　しろう 042-362-3728

105 分梅町1丁目 小山　洋子 こやま　ようこ 042-333-4419

106 分梅町2丁目,4丁目3～5,9～11,25～27,30 三上　英一 みかみ えいいち 042-361-6379

107 分梅町3丁目,4丁目1～2,13～24,28～29 角倉　正彦 かどくら　まさひこ 042-367-0678

108 分梅町5丁目 伊澤　美紀子 いざわ みきこ 042-302-0803

109 本町1丁目 北島　章雄 きたじま あきお 042-361-5668

110 本町2丁目1~13,16~20 遠藤　誠 えんどう まこと 090-3599-1240

111 本町2丁目14~15,21~35 志村　誠 しむら まこと 042-361-4183

112 本町3･4丁目 高野　昌也 たかの まさや 080-5036-2677

113 本宿町1丁目 萩原　奈美 はぎわら なみ 042-364-5920

114 本宿町2丁目 小澤　忠司 おざわ ただし 042-369-8820

115 本宿町3丁目 中込　八重子 なかごめ やえこ 042-361-0070

116 本宿町4丁目 關　裕惠 せき やすえ 080-6666-2646

117 緑町1丁目 梶　由昭 かじ よしあき 042-336-3509

118 緑町2丁目 須藤　文恵 すどう ふみえ 042-363-7165

119 緑町3丁目 髙澤　久美子 たかさわ くみこ 042-365-2525

120 南町1･6丁目 桑田　孝紀 くわた たかのり 042-302-8934

121 南町2丁目 髙野　大周 たかの だいしゅう 042-366-5443

122 南町3丁目 宮本　康子 みやもと やすこ 042-368-1717

123 南町4丁目1~39,40(都営17~21号棟) 水野　洋子 みずの ようこ 042-319-1379

124 南町4丁目40(都営22~24号棟),43(中島通り北:1~26,51~60,106,113~124,142~145,156,159~168,183,229~232,243,263~264) 橋本　長武 はしもと おさむ 042-336-3121

125 南町4丁目40(48~52,都営25~26号棟),43(中島通り南:27~42,63~74,92~97,109~112,173~177,195,203,219,236,253~259) 加藤　廣治 かとう こうじ 042-367-4622

126 南町4丁目40(1~4号棟) （欠員中） (代行:加藤　廣治) (042-367-4622)

127 南町5丁目 宮﨑　美佐惠 みやざき みさえ 042-362-8855

128 宮町1丁目1~3,9~12,14~16,20,22,24,40~41,50,100,102 北田　悦江 きただ よしえ 042-315-5311
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129 宮町1丁目17,19,21,23,25~36 小澤　美香 おざわ みか 042-361-2511

130 宮町2丁目 （欠員中） (代行:秋山　清志) (042-362-2401)

131 宮町3丁目,日吉町 秋山　清志 あきやま きよし 042-362-2401

132 宮西町1･2丁目 町田　松恵 まちだ まつえ 042-336-1201

133 宮西町3丁目 河野　ひろみ かわの ひろみ 042-366-1576

134 宮西町4･5丁目 矢島　道子 やじま みちこ 042-364-7011

135 美好町1丁目1~8,11~14,18~21,31~34 福島　小百合 ふくしま さゆり 042-364-3900

136 美好町1丁目9~10,15~17,22~30,35~40 熊谷　澄子 くまがい すみこ 090-3231-4901

137 美好町2丁目42の1~3,43~49,50~56 巻田　敬子 まきた けいこ 042-368-3239

138 美好町2丁目1,18~20,25~41,42(1~3を除く) 荒井　裕子 あらい ゆうこ 042-361-0061

139 美好町2丁目2~17,21~24 今喜夛　トシヱ いまきた としえ 042-351-4345

140 美好町3丁目1~14,29~39 稲垣　清美 いながき きよみ 042-366-3030

141 美好町3丁目15~28,40~62 内藤　美枝子 ないとう みえこ 042-361-2242

142 武蔵台1丁目1~14,31~36 坂本　悌治 さかもと ていじ 042-335-6040

143 武蔵台1丁目15~30 新田　毅彦 にった たけひこ 042-573-1578

144 武蔵台2丁目1~28 武藤　伸子 むとう のぶこ 042-323-9504

145 武蔵台2丁目29~38 佐田　明子 さた あきこ 042-325-7666

146 武蔵台3丁目12~14,26~39,44~54 荒牧　早苗 あらまき さなえ 042-327-5347

147 武蔵台3丁目1~11,15~25,40~43 大橋　啓吾 おおはし けいご 042-302-5200

148 紅葉丘1丁目1~23 舘川　敏代 たてかわ としよ 042-367-2056

149 紅葉丘1丁目24~39 野村　美穂 のむら みほ 042-405-7741

150 紅葉丘2丁目1~10,29~42 佐藤　敬子 さとう けいこ 080-6544-7358

151 紅葉丘2丁目11~28 （欠員中） (代行:佐藤　敬子) (080-6544-7358)

152 紅葉丘3丁目1~22,46~55 越川　幸子 こしかわ さちこ 042-365-0405

153 紅葉丘3丁目23~45 （欠員中） (代行:越川　幸子) (042-365-0405)

154 矢崎町1丁目(都営住宅のみ),矢崎町2丁目 谷合　操 たにあい　みさお 042-405-3930

155 矢崎町1丁目(都営住宅を除く),矢崎町3･4･5丁目 永井　雅美 ながい まさみ 042-366-0642

156 四谷1丁目1~5,7~13,17~36 桑田　智 くわた さとし 042-310-9757

157 四谷1丁目6,14~16,37~63 川住　弥生 かわすみ やよい 042-405-3210

158 四谷2丁目 市川　尚子 いちかわ なおこ 042-364-6035

159 四谷3丁目1~45,57~64 市川　彰 いちかわ あきら 042-369-1886

160 四谷3丁目46~52,55,56,66~69,2740 宮島　友子 みやじま ともこ 042-368-0508
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161 四谷4丁目,5丁目1~11,15,17~22,26,41~45,2687 樋口　留美 ひぐち るみ 042-364-4564

162 四谷5丁目13~14,16,23~25,34~40,6丁目 中井　啓子 なかい けいこ 042-369-5763

163 若松町1丁目1~14,33~39 村野　豊子 むらの とよこ 042-365-9471

164 若松町1丁目15~32,若松町2丁目24~45 大室　千里 おおむろ ちさと 042-360-8447

165 若松町2丁目1,2,6~9 城所　正代 きどころ まさよ 042-361-3064

166 若松町2丁目3~5,10~23,若松町3丁目1~3 宮﨑　達也 みやざき たつや 090-1982-5668

167 若松町3丁目(若松町3丁目1~3を除く) 河内　貴史 こうち たかし 042-302-4624

168 若松町4丁目1~18,47~52,若松町5丁目1~6,18~23 河内　一也 こうち かずや 042-363-3747

169 若松町4丁目19~46,若松町5丁目7~17 河内　ともみ こうち ともみ 042-336-6451

170 第1地区（多磨町･朝日町･紅葉丘･白糸台1～3丁目･若松町･浅間町･緑町）担当主任児童委員 林　真希子 はやし まきこ 042-405-9696

171 第1地区（多磨町･朝日町･紅葉丘･白糸台1～3丁目･若松町･浅間町･緑町）担当主任児童委員 長代　則彦 ながよ　のりひこ 042-313-7476

172 第2地区（白糸台4～6丁目･押立町･小柳町･八幡町･清水が丘･日吉町･是政）担当主任児童委員 都築　知子 つづき　ともこ 042-335-2411

173 第2地区（白糸台4～6丁目･押立町･小柳町･八幡町･清水が丘･日吉町･是政）担当主任児童委員 瀧澤　千登勢 たきざわ ちとせ 042-333-4166

174 第3地区（天神町･新町･幸町･府中町･寿町･晴見町･栄町）担当主任児童委員 坂本　佳奈子 さかもと　かなこ 080-3470-8888

175 第3地区（天神町･新町･幸町･府中町･寿町･晴見町･栄町）担当主任児童委員 小藤　大輔 こふじ だいすけ 070-6566-2314

176 第4地区（宮町･矢崎町･南町･本町･片町･宮西町）担当主任児童委員 那須　雅美 なす まさみ 042-368-3214

177 第4地区（宮町･矢崎町･南町･本町･片町･宮西町）担当主任児童委員 設楽　文子 しだら ふみこ 042-334-2834

178 第5地区（日鋼町･武蔵台･北山町･西原町･東芝町･美好町1～2丁目･本宿町3～4丁目･西府町3～4丁目）担当主任児童委員 上野　恒章 うえの つねあき 042-302-0945

179 第5地区（日鋼町･武蔵台･北山町･西原町･東芝町･美好町1～2丁目･本宿町3～4丁目･西府町3～4丁目）担当主任児童委員 猪股　文春 いのまた ふみはる 042-368-6928

180 第6地区（美好町3丁目･分梅町･住吉町･四谷･日新町･本宿町1～2丁目･西府町1～2･5丁目）担当主任児童委員 松本　幸次 まつもと こうじ 042-366-9035

181 第6地区（美好町3丁目･分梅町･住吉町･四谷･日新町･本宿町1～2丁目･西府町1～2･5丁目）担当主任児童委員 末田　美奈須 すえた みなす 090-2444-1106
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