
■民生委員・児童委員　担当地区名簿

委員氏名 フリガナ 電　　話

　１丁目１～２６ 板橋　榮次 イタバシ　エイジ 482-2926

　１丁目２７以降 小林　和子 コバヤシ　カズコ 484-4534

　２丁目１～２２ 大河原　幸子 オオカワラ　サチコ 487-9810

　２丁目２３以降 大河原　幸子 オオカワラ　サチコ 487-9810 代行

　３丁目全域 野口　明恵 ノグチ　アキエ 441-1314

　１丁目１～１６ 林　隆 ハヤシ　タカシ 482-9345

　１丁目１７～３５ 増岡　恵子 マスオカ　ケイコ 481-1512

　１丁目３６以降 板橋　幸義　　 イタバシ　ユキヨシ 482-1327

　２丁目１～２５ 古市　知津子 フルイチ　チヅコ 485-4547

　２丁目２６以降 熊谷　己津子 クマガイ　ミツコ 499-0490

　３丁目１～３５ 吉田　隆司 ヨシダ　タカシ 487-3254

　３丁目３６～３９ 渡邉　こずえ ワタナベ　コズエ 486-8472

　３丁目４０～５０ 下平　悟 シモダイラ　サトル 481-3642

　３丁目５１以降 渡邉　こずえ ワタナベ　コズエ 486-8472

１丁目全域 須永　きく江 スナガ　キクエ 485-1394

　２丁目１～１６ 日比生　信義 ヒルオ　ノブヨシ 482-9485

　２丁目１７以降 能登　和子 ノト　カズコ 486-0937

　３丁目１～１８ 市川　浩子 イチカワ　ヒロコ 486-5059

　３丁目１９以降（２１除く） 鈴木　光子 スズキ　ミツコ 488-7518

　３丁目２１ 能登　和子 ノト　カズコ 486-0937

　４丁目１～１９ 東窪　恵理 ヒガシクボ　エリ 480-4956

４丁目２０以降
市川　浩子
東窪　恵理

イチカワ　ヒロコ
ヒガシクボ　リエ

486-5059
480-4956

　１丁目１～１２ 二宮　ナオミ ニノミヤ　ナオミ 483-9530

　１丁目１３～２６ 田中　茂和 タナカ　シゲカズ 485-7714

　１丁目２７～５１ 二宮　ナオミ ニノミヤ　ナオミ 483-9530

　１丁目５２以降 田中　茂和 タナカ　シゲカズ 485-7714

　２丁目全域 北舘　丈佳 キタダテ　タケヨシ 488-3695

　３丁目１～４６ 大野　洋子 オオノ　ヨウコ 486-0752

　３丁目４７以降 大野　洋子 オオノ　ヨウコ 486-0752 代行

　１丁目１～４ 長沢　定義 ナガサワ　サダヨシ 485-7617

　１丁目５～１８ 加藤　美津 カトウ　ミツ 481-6030

　１丁目１９～３０ 長沢　定義 ナガサワ　サダヨシ 485-7617

　１丁目３１以降 加藤　美津 カトウ　ミツ 481-6030

　２丁目１～２４ 立川　幹雄 タチカワ　ミキオ 482-2044

　２丁目２５以降 松本　弥生 マツモト　ヤヨイ 446-1386

　３丁目１～２５ 藤田　アイ子 フジタ　アイコ 486-8276

　３丁目２６～５９ 村岡　公子 ムラオカ　キミコ 483-1700

　３丁目６０以降 常見　理恵子 ツネミ　リエコ 488-4925
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　１丁目１～３６ 多田　京子 タダ　キョウコ 499-8422

　１丁目３７以降 原　喜代子 ハラ　キヨコ 482-2311

　２丁目１～３３ 臼杵　京子 ウスキ　キョウコ 481-9599

　２丁目３４以降 石井　洋子 イシイ　ヨウコ 482-2336

　３丁目全域 山口　祐二 ヤマグチ　ユウジ 483-3769

　４丁目全域 山口　順子 ヤマグチ　ジュンコ 441-1284

　５丁目１～３１ 永谷　容子 ナガヤ　ヨウコ 488-9459

　５丁目３２以降 新津　敏男 ニイツ　トシオ 488-1400

　６丁目全域 荘司　和代 ショウジ　カズヨ 480-0242

　１丁目１～１５ 藤本　彰 フジモト　アキラ 482-7955

　１丁目１６～３１ 橋本　重一 ハシモト　シゲカズ 482-3228

　１丁目３２以降 覚張　由紀夫 カクバリ　ユキオ 483-2507

　２丁目全域 小山　敦 コヤマ　アツシ 482-3164

　３丁目１～６ 宇治　和子 ウジ　カズコ 485-8420

　３丁目８ 宇治　和子 ウジ　カズコ 485-8420

　　くすのき１～２号棟 宇治　和子 ウジ　カズコ 485-8420

　　くすのき３～５号棟 相田　光一 アイダ　コウイチ 482-2290

　３丁目１０～１２ 相田　光一 アイダ　コウイチ 482-2290

　３丁目１３以降 鈴木　あや子 スズキ　アヤコ 487-5388

　４丁目１～１０ 石坂　良司 イシザカ　リョウジ 488-1402

　４丁目１１以降 宮内　一則 ミヤウチ　カズノリ 482-4069

　５丁目１～３３，７０以降 金山　昭子 カナヤマ　アキコ 489-0566

　５丁目３４～５５ 石坂　良司 イシザカ　リョウジ 488-1402

　５丁目５６～６９ 豊崎　祐司 トヨサキ　ユウジ 484-9592

  ６丁目全域 豊崎　祐司 トヨサキ　ユウジ 484-9592

　７丁目１～３７ 杉﨑　美由紀 スギサキ　ミユキ 482-3413

　７丁目３８以降 杉﨑　美由紀 スギサキ　ミユキ 482-3413

　８丁目１ 平　惠子 タイラ　ケイコ 482-1444

　　くすのき６～９号棟 平　惠子 タイラ　ケイコ 482-1444

　　８丁目アパート１号棟 鈴木　あや子 スズキ　アヤコ 487-5388

　８丁目２ 堀　英樹 ホリ　ヒデキ 090-1556-0991

　　ライフタウン１号棟 土屋　篤雄 ツチヤ　アツオ 488-3655

　　ライフタウン２・３号棟 堀　英樹 ホリ　ヒデキ 090-1556-0991

　８丁目４番地１～６ 堀　英樹 ホリ　ヒデキ 090-1556-0991

　８丁目４番地７以降 土屋　篤雄 ツチヤ　アツオ 488-3655

　８丁目５以降 土屋　篤雄 ツチヤ　アツオ 488-3655

布
田

国
領
町



　１丁目全域 梅原　厚子 ウメハラ　アツコ 485-2285

　２丁目１～２９（ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ調布，
　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ調布多摩川除く）

来田　めぐみ キタダ　メグミ 489-5958

　　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ調布，
　　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ調布多摩川

小菅　恒雄 コスゲ　ツネオ 487-3228

　２丁目３０～４２ 小林　美知子 コバヤシ　ミチコ 489-4330

　２丁目４３以降 小菅　恒雄 コスゲ　ツネオ 487-3228

　３丁目全域，都営住宅（3-3-1 含む）
　（多摩川住宅除く）

宮本　勝久 ミヤモト　カツヒサ 487-5078

　　多摩川住宅ロ1～11号棟 関　昭弘 セキ　アキヒロ 488-2083 代行

　　多摩川住宅ロ12～15号棟 関　昭弘 セキ　アキヒロ 488-2083 代行

　　多摩川住宅ハ1～8，11～12号棟 菊地　和夫 キクチ　カズオ 484-6536

　　多摩川住宅ハ9～10，13～19号棟 関　昭弘 セキ　アキヒロ 488-2083

　　多摩川住宅ホ号棟 土橋　悟 ドバシ　サトル 485-6432

　　多摩川住宅ト号棟 土橋　悟 ドバシ　サトル　 485-6432 代行

　１丁目全域 小尾　美智子 オビ　ミチコ 483-9802

２丁目全域
小尾　美智子
渡邉　こずえ

オビ　ミチコ
ワタナベ　コズエ

483-9802
486-8472

代行

　３丁目１～１６ 山中　幸子 ヤマナカ　サチコ 485-9880

　３丁目１７～４８ 濱野　昭一 ハマノ　ショウイチ 489-6643

　３丁目４９以降 松谷　牧子 マツヤ　マキコ 486-7454

　４丁目全域 山中　幸子 ヤマナカ　サチコ 485-9880

  ５丁目１～５ 吉賀　裕子 ヨシカ　ヒロコ 481-2264

  ５丁目６以降 中村　悦子 ナカムラ　エツコ 481-0427

　６丁目全域 斉藤　淳一 サイトウ　ジュンイチ 487-2565

　７丁目全域 石塚　絹代 イシヅカ　キヌヨ 483-2547

　１丁目全域 桑田　秀男 クワタ　ヒデオ 482-2646

  ２丁目全域 桑田　秀男 クワタ　ヒデオ 482-2646

  ３丁目全域 内野　和彦 ウチノ　カズヒコ 487-4349

４丁目１～１４ 内野　和彦 ウチノ　カズヒコ 487-4349

４丁目１５～６８ 川久保　孝子 カワクボ　タカコ 480-2521

  ５丁目全域 川久保　孝子 カワクボ　タカコ 480-2521

　１丁目１～４１ 小川　満 オガワ　ミツル 482-6647

　１丁目４２以降 白川　精次 シラカワ　セイジ 482-1739

　２丁目１～３ 井熊　勝正 イグマ　カツマサ 485-4409

　２丁目４～１０ 三浦　詩子 ミウラ　ウタコ 489-6233

　２丁目１１～１３ 井熊　勝正 イグマ　カツマサ 485-4409

　２丁目１４～２２ 池　誠 イケ　マコト 488-6667

　２丁目２３～３８ 三浦　詩子 ミウラ　ウタコ　 489-6233

　２丁目３９以降 池　誠 イケ　マコト 488-6667

１丁目１～３１ 小川　満 オガワ　ミツル 482-6647

１丁目３２以降 小川　雅弘 オガワ　マサヒロ 482-4405 代行

２丁目１～２３,２７～３０ 髙山　千穂 タカヤマ　カズホ 426-7485

２丁目２４～２６,３１～３５ 鈴木　俊一 スズキ　トシカズ 486-7535

２丁目３６以降 井田　充枝 イダ　ミツエ 481-9391

３丁目１～２４ 関野　守男 セキノ　モリオ 489-3181

３丁目２５～２８ 鈴木　俊一 スズキ　トシカズ 486-7535

３丁目３０以降 竹之内　明子 タケノウチ　アキコ 485-4598
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　１丁目全域 田中　久勝 タナカ　ヒサカツ 03-6671-5742 代行

　２丁目１～２５ 東村　達夫 ヒガシムラ　タツオ 090-8686-2634

　２丁目２６以降 新井　克侑　　 アライ　ヨシユキ 03-3300-0870

　３丁目１～２１ 田中　久勝 タナカ　ヒサカツ 03-6671-5742

　３丁目２２以降 北川　美佳 キタガワ　ミカ 03-6317-2674

　１丁目１～２６ 坂本　宏之 サカモト　ヒロユキ 482-1708

　１丁目２７～４６ 森田　悦子 モリタ　エツコ 485-2027

　１丁目４７，４８，５７，５８ 池　誠 イケ　マコト 488-6667

　１丁目４９～５６ 森田　悦子 モリタ　エツコ 485-2027

　２丁目全域 石井　喜元 イシイ　ヨシモト 03-5384-5700

　３丁目全域 石井　堂陽 イシイ　タカハル 488-1346

　４丁目１～３０ 冨沢　郁夫 トミザワ　イクオ 483-4339

　４丁目３１以降 熊谷　英子 クマガイ　エイコ 487-6513

　　神代団地 １ ～ ４ 号棟 韮澤　加代子 ニラサワ　カヨコ 482-9939

　　神代団地 ５ ～ ７ 号棟 角田　啓子 スミダ　ケイコ 488-2077

　　神代団地 ８ ～２０号棟 韮澤　加代子 ニラサワ　カヨコ 482-9939

　　神代団地２１～４４号棟 角田　啓子 スミダ　ケイコ 488-2077

　　神代団地４５号棟以降 熊谷　英子 クマガイ　エイコ 487-6513

　１丁目１～３ 鈴木　成子 スズキ　シゲコ 03-3300-6823

　１丁目４～８ 貫井　恵子 ヌキイ　ケイコ 3789-2450

　１丁目９～２６ 鈴木　成子 スズキ　シゲコ 03-3300-6823

　１丁目２７以降 村田　絹代 ムラタ　キヌヨ 03-3326-2279 代行

　２丁目１～１９ 村田　絹代 ムラタ　キヌヨ 03-3326-2279

　２丁目２０以降 貫井　恵子 ヌキイ　ケイコ 03-3789-2450

　　都営入間１～６号棟 村田　絹代 ムラタ　キヌヨ 03-3326-2279

　３丁目全域 久家　優子 クガ　ユウコ 03-3482-1032

　１丁目１～１９ 塚本　依子 ツカモト　ヨリコ 03-3300-6707

　１丁目２０以降 市原　淳子 イチハラ　ジュンコ 03-3326-8264

　２丁目１～１３ 杉本　いつ子 スギモト　イツコ 03-3300-4314

　２丁目１４以降 田邉　房雄 タナベ　フサオ 03-3300-2968

　３丁目全域 田邉　房雄 タナベ　フサオ 03-3300-2968

　１丁目１～３０ 八木　久美 ヤギ　ヒサミ 03-3309-0757

　１丁目３１以降 爪川　良江 ツメカワ　ヨシエ 0422-43-6036

　２丁目１～３６ 中山　のり子 ナカヤマ　ノリコ 03-5315-6395

　２丁目３７以降 森田　晶子 モリタ　マサコ 03-3326-7607

　　都営仙川 １ ～１６号棟 夏井　住光 ナツイ　ヨシミツ 03-3305-7584

　　都営仙川 　 　２４号棟 森田　晶子 モリタ　マサコ 03-3326-7607

　　都営仙川２５～２７号棟 田中　次郎 タナカ　ジロウ 03-3308-0052

　　緑ケ丘二丁目アパート１～３・９号棟 田中　次郎 タナカ　ジロウ 03-3308-0052

　　緑ケ丘二丁目アパート１３～１５号棟 夏井　住光 ナツイ　ヨシミツ 03-3305-7584 R5.2～入居

野水 全域
市川　浩子
東窪　恵理

イチカワ　ヒロコ
ヒガシクボ　リエ

486-5059
480-4956

代行

西町 全域
市川　浩子
東窪　恵理

イチカワ　ヒロコ
ヒガシクボ　リエ

486-5059
480-4956

代行
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　１丁目１～２２ 佐々木　了宣 ササキ　リョウセン 03-3300-1901

　１丁目２３以降 管　　義照 スガ　ギショウ 03-3307-5605

　２丁目１～９ 小島　攝子 コジマ　セツコ 03-3300-5718

　２丁目１０以降 藤井　みゆき フジイ　ミユキ 03-3300-0155

　３丁目全域 小島　攝子 コジマ　セツコ 03-3300-5718

　１丁目全域 篠宮　恭子 シノミヤ　キョウコ 480-0565

　２丁目全域 大場　典子 オオバ　ノリコ 480-7067

３丁目１～２０ 齊藤　秋生 サイトウ　アキオ 482-4268

３丁目２１～４０ 小柳　みさ子 オヤナギ　ミサコ 482-5809

３丁目４１以降 小柳　みさ子 オヤナギ　ミサコ 482-5809 代行

　４丁目全域 小島　嘉子 コジマ　ヨシコ 488-9028

　１丁目全域 田村　恭子 タムラ　キョウコ 482-5446

　２丁目１～７ 田村　恭子 タムラ　キョウコ 482-5446

　２丁目８以降 黒滝　直昭 クロタキ　ナオアキ 487-4484

　３丁目全域 黒滝　直昭 クロタキ　ナオアキ 487-4484

　４丁目全域 矢田部　由美 ヤタベ　ユミ 484-2518

  ５丁目全域 矢田部　由美 ヤタベ　ユミ 484-2518

　１丁目全域 土屋　晃一 ツチヤ　コウイチ 482-8510

  ２丁目全域 内藤　和男 ナイトウ　カズオ 489-9376

  ３丁目全域 内藤　和男 ナイトウ　カズオ 489-9376

　４丁目全域 棚木　めぐみ タナキ　メグミ 484-3757

  ５丁目全域 矢田部　弘行 ヤタベ　ヒロユキ 482-0538

　６丁目１～２５ 小林　章弘 コバヤシ　アキヒロ 482-4028

　６丁目２６以降 渡部　静夫 ワタベ　シズオ 487-7865

  ７丁目全域 土屋　晃一 ツチヤ　コウイチ 482-8510

　１丁目全域 富澤　要二 トミザワ　ヨウジ 487-2322

　２丁目全域 富澤　要二 トミザワ　ヨウジ 487-2322

  ３丁目全域 井上　一郎 イノウエ　イチロウ 482-5701

  ４丁目１～２１ 杉本　操 スギモト　ミサオ 482-5706

  ４丁目２２以降 井上　一郎 イノウエ　イチロウ 482-5701

　５丁目全域 杉本　操 スギモト　ミサオ 482-5706

　６丁目１～２８ 山口　静子 ヤマグチ　シズコ 487-6277

　６丁目２９以降 小阪井　真樹子 コザカイ　マキコ 488-6615

　７丁目全域 小阪井　真樹子 コザカイ　マキコ 488-6615

　８丁目全域 吉野　和弘 ヨシノ　カズヒロ 484-0346

　１丁目全域 富澤　省二 トミザワ　ショウジ 486-9965

  ２丁目全域 富澤　省二 トミザワ　ショウジ 486-9965

３丁目１～１６ 富澤　省二 トミザワ　ショウジ 486-9965

３丁目１７深大寺レジデンス 張　一枝 チョウ　カズエ 489-6739

　４丁目全域 都　照代 ミヤコ　テルヨ 487-5024

　５丁目全域 都　照代 ミヤコ　テルヨ 487-5024

　１丁目１～４４ 添田　淳子 ソエダ　ジュンコ 480-9782

　１丁目４５以降 野崎　猛 ノザキ　タケシ 441-2728

　２丁目全域 野崎　猛 ノザキ　タケシ 441-2728
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◇主任児童委員

委員氏名 フリガナ 電　　話

吉田　和佳 ヨシダ　ワカ 03-3300-3979

髙野　恭子 タカノ　キョウコ 050-1411-7823

温井　正司 ヌクイ　ショウジ 482-3546

野呂　奈津子 ノロ　ナツコ 485-2342

青木　映里子 アオキ　エリコ 484-9455

木滑　泰子 キナメ　ヤスコ 484-3983

小山　仁美 コヤマ　ヒトミ 449-5548

圡方　康全 ヒジカタ　ヤスマサ 482-3367

輿石　紀子 コシイシ　ノリコ 482-0664

横川　久美 ヨコカワ　ヒサミ 499-5083

奥薗　富佐子 オクゾノ　フサコ 498-4731

遠田　恵理 トオダ　エリ 427-0874

多摩川３～７丁目・国領町７丁目・染地

上石原・下石原・飛田給・富士見町

多摩川１，２丁目・野水・西町

西つつじケ丘・柴崎

調布ケ丘，佐須町，深大寺

小島町１，２丁目・布田１～４丁目

八雲台・国領町１，２，４～６丁目

小島町３丁目・布田５，６丁目

担当地区

緑ケ丘・仙川町・若葉町

入間町・東つつじケ丘

菊野台・国領町３，８丁目


