
中　

央　

地　

区

山口　敏彦 34-3191 錦町全域

大澤　千壽子 32-8088
表町1～2丁目全域　王子
町1丁目2～5、2丁目全
域、3丁目3～5、7～8

関　登美子 34-8945 大町全域
宇津木とも子 33-6581 寿町1丁目全域
後藤　郁子 33-8100 寿町2丁目全域
工藤　由美子 32-2569 本町1丁目全域、本幸町1丁目全域、2丁目1(12～17）、2丁目3
脇田　貴美恵 34-4029 本町2丁目全域
尾野　幸子 36-3040 幸町1丁目全域、本幸町2丁目1(1～11)、2丁目2
竹中　麗子 32-2828 幸町2丁目全域
佐々木八千代 34-9339 栄町1丁目全域、2丁目3
山家　由紀子 34-3028 栄町2丁目1～2、4～5、3丁目全域
平林　藤美 36-4761 高砂町1丁目全域
長崎　聖子 37-0323 高砂町2丁目1～2、7
奈良　泰子 32-3504 高砂町2丁目3～6
★高橋ともみ 35-1421 中央地区全域
★山岸　陽子 32-4391 中央地区全域

南　

地　

区

菅井　 子 32-3421 旭町1丁目全域，2丁目1、2丁目3(4)
佐々木　榮子 34-6338 旭町2丁目2
石塚　茂子 34-0360 旭町2丁目3(24)、4～9
木村　千鶴子 36-7165 旭町3～4丁目全域
木村　裕子 34-4580 末広町1丁目1、6、8～11、港町全域
小野　澄雄 090-2818

-3479 末広町1丁目2、7
新田　美智子 32-9096 末広町1丁目3～5、13～16
伊藤　由紀子 36-5158 末広町1丁目12(1)(公住下2桁01号～12号)
森利口　雅子 33-9391 末広町1丁目12(1)(公住下2桁13号～27号)、20～21
石井　政子 32-3279 末広町1丁目18～19、2丁目1～2、10～11、13
髙橋　裕美 32-4821 末広町2丁目3～9、12、3丁目全域
萩澤　忍 32-9921 汐見町1～2丁目全域
稲津　英子 34-4597 汐見町3丁目1、7～15
君成田　和子 34-4675 汐見町3丁目2～6、16～17
★田中　淳子 36-1083 南地区全域
★安保　壽子 36-7251 南地区全域

東　

地　

区

古田　久子 36-6892
船見町1丁目全域、一本
松町全域、晴海町全域、
入船町1～2丁目全域

内潟　恵美子 33-4133 船見町2丁目全域、入船町3丁目全域
髙橋　和子 32-4733 新中野町1丁目全域
種崎　勝法 33-0567 新中野町2丁目1～10、13～14
佐々木　洋子 33-5503 新中野町2丁目11～12、15～19
関　志津子 34-0509 新中野町3丁目1～8
小本　勝子 77-9241 新中野町3丁目9～20
浅野　幸枝 32-9724 元中野町1丁目全域、2丁目1～3、12～14、20～24
日下　恒一 36-0351 元中野町2丁目4～11、15～19
小林　充 34-0050 元中野町3丁目全域
村上　登 34-2671 元中野町4丁目全域
近藤　多恵子 36-8700 表町3～6丁目全域、王子町1丁目1、6、3丁目1～2、6
小野　ひろみ 33-9266 若草町2丁目3.4、5丁目5～6
尾形　勝 36-0784 若草町4丁目全域、3丁目4
鷹栖　理晴 32-2057 若草町1丁目全域、2丁目1～2、3丁目1～3
高木　利江 36-3052 若草町5丁目1～4、7～12
★加藤美千代 34-4639 東地区全域
★池渕　順子 32-8367 東地区全域

西　

地　

区

佐藤　徹 72-8930 元町1丁目1～2、8～10、矢代町1丁目1～2
佐々木　修三 72-0131 元町1丁目3～7、矢代町1丁目3～6
荒関　恵子 74-5930 元町2丁目全域、3丁目1、9(1～

4)、矢代町2丁目1～5、2丁目7～12
沼田　敏久 74-6084 浜町1丁目全域
木戸　千雅子 74-3034 浜町2丁目全域
吉田　悦子 74-3640 白金町全域
市川　重良 73-7683 弥生町2丁目1～2、6、9(1～3、6)
片岡　温子 73-8070 弥生町2丁目3-1
永井　信行 74-9184 弥生町2丁目5、11～12
橋爪　みどり 73-8956 弥生町1丁目全域、2丁目7～8、9(4～5)、20～22
箱山　千恵子 74-1691 弥生町2丁目13～16

西
地
区

押切　順子 74-9961 弥生町2丁目17～18、19(2～5)
吉村　誠 72-3559 弥生町2丁目4-1
中島　浩子 72-8494 矢代町1丁目7～12、2丁目13～14、3丁目全域
★工藤エリ子 73-0126 西地区全域
★小玉つたゑ 75-1345 西地区全域

大　

成　

地　

区

桐木　時子 72-5982 青葉町1丁目1～2、5
江村　茂昭 76-0118 青葉町1丁目3、2丁目1、7～9
中橋　静子 75-1037 青葉町1丁目4、6
関　美代志 72-4838 青葉町2丁目4、10～14
宮本　安子 75-6810 青葉町2丁目2～3、5～6
藤田　トマ子 72-4803 新富町1丁目全域、元町3丁目2～8、9(1～4を除く)
澤井　美幸 74-4725 新富町2丁目全域
桶矢　覺 74-6305 大成町1丁目1(公住除く)、7(公住

除く)、11～12、13(公住除く)
大﨑　孝子 72-1506 大成町1丁目2～6
中村　陽子 72-2167 大成町1丁目14(1、４号棟)
道垣内紀穂子 75-0268 大成町1丁目14(2号棟)
齋藤　仁 76-3226 大成町1丁目14(3号棟)
須藤　明美 72-3045 大成町2丁目全域
平村　英子 74-3798 大成町1丁目1(1～2号棟)
加藤　淳子 75-5771 大成町1丁目7(1～2号棟)、8
桶口　秀男 76-8520 大成町1丁目9～10
代行予定 大成町1丁目13(1)
★秋元　達子 72-9465 大成地区全域
★中原　洋子 74-5167 大成地区全域

山　

手　

地　

区

松井　幸子 73-0571 北光町1丁目全域、2丁目1～6
林　昌子 72-9065 北光町2丁目7～19
湯原　昭雄 75-1889 北光町3丁目3～4、11～12
竹縄　美惠子 72-0185 北光町3丁目5～10
石岡　スミ 73-8079 北光町3丁目1～2、4丁目1～2
南　ヨシヱ 73-6246 北光町4丁目6～12
佐川　光彦 72-4618 山手町1丁目1～2、11～12、高丘55(王子緑化)
大西　茂之 73-1188 山手町1丁目6～9
松尾　角雄 72-1036 山手町1丁目3～5、2丁目1～3、7～8、9(4)
荒山　公子 75-1102 山手町2丁目4～6、11～15
平間　敬子 73-2389 山手町2丁目9(1)「9(1)公住下2桁(16～25)北側全10階」
山谷　寿郎 72-8248 山手町2丁目9(1）「9(1)公住下2桁(1～15)東側全9階」
小塚　浩二 75-5770 北光町4丁目3～5、13～16
★太田紀美江 74-5791 山手地区全域
★渡邊　裕己 72-1872 山手地区全域

花　

園　

地　

区

鎌田　慶子 75-1792 啓北町1丁目1～5、13～16
深瀬　良子 73-1024 啓北町1丁目6～12
佐々木　陽子 72-8924 啓北町2丁目1～6
青山　覚 74-0228 啓北町2丁目7～12
堀　雅子 73-4224 花園町1丁目全域
佐藤　郁子 73-8290 花園町2丁目1～3、6～11
星野　尚 73-6222 花園町2丁目4～5、12
高橋　真理子 75-6500 花園町3丁目1～9
佐藤　智子 74-2509 花園町3丁目10～16
杉森　和子 72-3169 花園町4丁目1～5、7～8
榎本　郁子 74-8105 花園町4丁目6、9～14
村舘　幸子 73-6375 見山町1丁目1～2、6、2丁目1～2、11
佐藤　美智子 74-9865 見山町1丁目3～5、7～12
宮川　俊子 73-4437 見山町2丁目3～10
田鎖　靖規 74-1718 見山町3丁目1～6
川村　峰子 74-1894 見山町3丁目7～12
中村　美知子 73-6564 見山町4丁目1～10
桑田　レイ子 74-5750 見山町4丁目11～15、松風町全域
★亀山　仁美 74-8525 花園地区全域
★戸村　綾子 73-6673 花園地区全域

緑
ケ
丘
地
区

山田　留美子 34-0428 緑町1丁目3～4、12～13、18～19、21～22、27～29
古根　邦男 35-5614 春日町1丁目全域
髙山　朝子 33-4734 春日町2丁目1～4、13～15
伊藤　惠 35-7110 春日町3丁目1～3、9～14
三野　文 33-9730 春日町2丁目5～12、16～19
福島　美幸 36-0152 春日町3丁目4～8、15～16
狭間　篤子 36-9804 清水町全域
★野下久美子 33-1575 緑ケ丘地区全域
★喜多　新二 37-9620 緑ケ丘地区全域

双　

葉　

地　

区

佐藤　すみ子 34-7326 双葉町1丁目1～13
稲村　妙子 34-0604 双葉町1丁目14～22
佐々木　久子 34-4614 双葉町2丁目1～10
高谷　敏勝 35-0672 双葉町3丁目1～16
生田　千代子 35-0005 双葉町2丁目11～18
岡田　玲子 33-5824 双葉町3丁目19～26
中藪　和子 34-8471 音羽町1丁目1～7
佐々木　美子 38-8777 音羽町2丁目1～8
松田　公子 36-7749 音羽町2丁目9～19
佐藤　和子 34-0456 音羽町1丁目8～18
斎藤　京子 34-5318 住吉町1丁目1、4(1～4号棟)
村上　明子 34-0072 住吉町1丁目3(5)、5～10
三浦　孝雄 38-0272 住吉町2丁目1～2、3(1～4)、4～7
笹田　利子 34-8597 住吉町1丁目4(5～8号棟)
八島　啓子 33-1727 住吉町2丁目3(5～6号棟)、8～15

津吉　鏡子 32-3756
三光町5丁目7(1～13)、泉町
1丁目1～6、泉町2丁目1～
2、3(12～13を除く)、4～5

中谷　隆志 32-3743 住吉町1丁目2、3(1～4)

柏倉　久子 32-9510

泉町2丁目6～8、高丘6(ザス
プリングス高丘)、8(ザスプ
リングス高丘)、9、10(演習
林除く)、18～19、27～28、
31～32、41番地

★三原　明美 36-2450 双葉地区全域
★田澤　薫 36-7888 双葉地区全域

鉄　

北　

地　

区

北井　正栄 33-8674 美園町1丁目全域
山田　久美子 33-5926 美園町2丁目1～9
田中　朋子 34-2736 美園町2丁目10～18
石坂　慶子 37-1551 美園町3丁目1～7
乙部　美恵 37-5514 美園町3丁目8～18
有本　定巳 36-7703 美園町4丁目1～13、27～29

小林　宏恵 32-4960
美園町4丁目14～26、
高丘4～6(出光社宅、ト
ヨタ社宅)、10(演習林)

秋山　登美子 32-5588 泉町1丁目7～11、2丁目3(12～13)
立山　耕二 33-5347 泉町1丁目12～15、高丘6(1～2、32、

33、41、42)、8(3、5、6、8)
池田　広子 34-3089 三光町5丁目7(14～29)、21(38～72)、22～26
志賀　直子 36-1960 三光町1丁目1～2、5～13、6丁目全域
佐藤　真弓 36-4602 三光町1丁目3～4、2丁目1～16
斉藤　愛子 36-1826 三光町2丁目17～24
米本　浩子 37-3338 三光町2丁目25、3丁目12～17
前田　きみ子 34-9868 三光町3丁目1～11、18～22
森　國昭 36-3066 三光町4丁目全域
末松　雅男 32-6284 三光町5丁目1～6、8～20、21(1～35)
近藤　強 33-4024 日の出町1丁目全域
佐々木　純子 32-6427 日の出町2丁目全域
★大村　千佳 37-9566 鉄北地区全域
★福井　洋幸 35-3955 鉄北地区全域

地区・氏名 電話 担当地区

地区・氏名 電話 担当地区 地区・氏名 電話 担当地区

緑　

ケ　

丘　

地　

区

川村　良吉 33-5902 木場町2丁目6～7、12～13、18～19
松田　美代子 34-8291 木場町2丁目1～5、14～17
萩澤　美恵 36-4707 木場町2丁目8～11、20～21、3丁目1～2、9～10
門馬　志津子 34-8250 木場町3丁目3～8、11～13
塩田　正道 33-5003 木場町1丁目1～2、緑町2丁目1～7
児玉　千代子 36-4650 緑町2丁目8～12、21～24
高森　美枝子 34-0928 緑町2丁目13～20
二階堂久美子 32-5035 緑町1丁目1～2、14～17、23～26
紺野　直子 34-2063 緑町1丁目5～11、20

北　

地　

区

鈴木　俊文 57-1543 明野新町1丁目全域
加藤　芳輝 55-5350 明野新町2丁目全域
奈良　みや子 52-1640 明野新町5丁目全域
田中　みよ子 55-5095 明野新町4丁目全域
池田　寛子 55-2304 明野新町3丁目全域
山内　西子 55-0436 明野新町6丁目全域
森井　隆春 57-0717 柳町1～3丁目全域、柳町4丁目1～9
阿部　のぶ子 55-2132 柳町4丁目10～19
大谷　弘子 55-9682 新開町全域
重本　清 55-2243 明野元町全域、あけぼの町全域
清川　清 55-2782 新明町1～3丁目全域、5丁目1～16
石塚　東洋雄 55-6358 新明町4丁目12～14、18～22
中澤　勇次郎 55-4288 新明町4丁目1～11、15～17
鹿嶋　恭子 55-1648 新明町5丁目17～29
★本間　千晶 55-6752 北地区全域
★菅原ひろ子 55-5633 北地区全域

福祉に関する心配ごとは民生委
員へ。子どもの福祉に関する心
配ごとは主任児童委員へ

新しい民生委員児童委員と  主任児童委員が決まりました新しい民生委員児童委員と 
民生委員児童委員・主任児童委員名簿

広報とまこまい　平成25(2013)年・12月 11
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