
特集　民生委員・児童委員の一斉改選10 2023．1．15

問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　昨年１２月１日に全国規模の一斉改選があり、町田市でも新たに民生委員・児童委員及び主任児童委員が委嘱されました。任期は３年です。民生委員・
児童委員はそれぞれ担当地域が定められています。お住まいの地域の民生委員・児童委員は、次の担当地域一覧をご覧ください。
　また、欠員の地域やご不明な点については、福祉総務課へお問い合わせください。

困ったときの相談相手困ったときの相談相手
　民生委員・児童委員には、一人ひとり担
当地域が定められています。その地域の
福祉に関する困り事について、親身にお
話をお聞きします。
　また、自らも地域住民の一員として、見
守りを実施し、住民の孤立・孤独化を防ぐ
活動を行っています。

市役所などに相談したいときのパイプ役市役所などに相談したいときのパイプ役
　「困ったことがあるけれど、どこに相談したらいい
のか分からない」。そんなときに、市役所などの窓口
を紹介し、必要な福祉サービスが受けられるように
パイプ役となります。
　相談には、市役所や社会福祉協議会、高齢者支援セ
ンター、児童相談所など、専門の関係機関が協力して
対応します。

秘密は守ります秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守
秘義務があり、相談内容を他
人に漏らすことはありませ
ん。
　安心してご相談ください。

町田第一地区
地　域 担当委員

原町田

1丁目
1～12、14～16 横田　京子
13、17～31

中光　陽子
都営金森一丁目アパート 10号棟

2丁目
1～20 吉川　直樹
21～34 浅井　幸太

3丁目 全 成富　眞砂子

4丁目
1～11 池座　小百合
12～28 岩﨑　雪江

5丁目 全 熊坂　有美
6丁目 全 石王　好己

森野

1丁目
全（森野団地〔森野住宅〕を除く） 吉林　聡子
森野団地（森野住宅） 1～11号棟 野村　和子

2丁目
1～12 原田　博
13～31 森山　優子

3丁目 全 馬場　昭乃
4丁目 1～8、10、11、14～23 欠員

5丁目
1～15 満留　末雄
16～30 欠員

6丁目 全 竹下　みほ

中町

1丁目 全 柿澤　美代子
2丁目 全 稲垣　雪枝

3丁目
1～13 中村　紀子
14～24 森貞　澄江

4丁目
1～6、10～14 丸山　朋子
7～9、15～25 久保　美佐子

旭町
1丁目 全 澁谷　多可子
2丁目 全 飯島　享子
3丁目 全 米谷　協子

町田第一地区担当主任児童委員
内山　千絵
笠原　良子

町田第二地区
地　域 担当委員

木曽東 4丁目 8～10

欠員

本町田

1～637、639～800、829～892、917～
947、949、950、958～994、 1136～1154 
、 3621～3636、3665～4394（本町田住宅
を除く）
901～904、995～1110、1274、2754、
2808、2812、3420～3454、3456、3458、
3460～3620、3638～3664

安西　百合

638、801～828、948、951、953～957、
1155～1273（1191～1194を除く）、1275
～1306（1299、1301を除く）、1308～
1314、1316～1318、1320～1475、1477、
1480～1485、1487～1699、2111～
2123、2127、2128、2130～2135、2137、
2779、3404、3410～3418

大澤　あや子

1700～2008、2035～2044、2048～
2076、2100～2110 欠員

1191～1194、1299、1301、1307、1315、
1319、1476、1478、1479、1486、2009～
2034、2045～2047、2077～2099、2124
～2126、2129、2136、2138～2207、2232
～2236、2284～2342、2360～2364、
2700～2753、2755～2778、2780～
2807、2809～2811、2813～2899、3325
～3358、3396～3400、3455、3457、3459

河原　陽子

2600～2699、2900～3324 永山　千絵
本町田住宅 全 岩崎　けい子

藤の台

1丁目1 全 欠員

2丁目2
1～13号棟 宇川　薫
14～39号棟 欠員
40～52号棟 宇川　薫

3丁目3
1～15号棟 片岡　賢
16～28号棟 中戸　要子

町田第二地区
地　域 担当委員

南大谷

8～112、118～214、300～319、518、521
～538、1382-5、1382-13 中田　英子
都営南大谷 全
215～285（249、264を除く）、291、439～
520（518を除く）、703～1099 五十嵐　知江

113～117、249、1327-（60～87、180、
181、189、190、196）、1365～1367、
1370、1371、1381～1426（1382-〔5、13〕
を除く）、1587～1653、1658

欠員

286～288、320～371、1100～1364（1327 
-〔60～87、180、181、189、190、196〕を除
く）、1372～1380、1428～1469

廣瀨　きみ江

玉川
学園

1丁目 1、5～21 宮﨑　知子
2～4、22～25 鳥羽　さおり

2丁目 1～9
10～21 欠員3丁目 1～39

4丁目 全 福田　修一
5丁目 全 欠員6丁目 全

7丁目 1～4、27～32 嶋村　京子
5～26 福島　祐子

8丁目 1～10、18～24 清水　栄美子
11～17 嶋村　京子

東玉川
学園

1丁目 全
渡辺　綱市2丁目 全

3丁目 全（3158を除く）
3158 五十嵐　知江

4丁目 全 嶋村　京子

町田第二地区担当主任児童委員 赤池　ルミ
田村　望世

南第一地区
地　域 担当委員

金森

1丁目 1～18、47～49、52 細野　顯
19～46、50、51 増田　美智子都営金森一丁目アパート 1～8号棟

2丁目
1～15 渋谷　伸子
16～28、30～39 岡﨑　賢
29 欠員

3丁目 1～20、29～39 園曽　理加
21～28、40～45 欠員

4丁目 1～7、9～49
8 横田　明

5丁目 全 水口　久美香

6丁目
1～11 園曽　理加
12～21 欠員
22～51 水口　久美香

7丁目 1～18 込谷　れい子
18～21 欠員

金森東

1丁目
1～8 渋谷　伸子
9～13、22～26 星﨑　スズ子
14～21、27～30 欠員都営高ヶ坂アパート 全

2丁目 1～24 星﨑　スズ子
25、26 内田　晶子

3丁目
1～3、8～12 星﨑　スズ子
4～7、13～15 内田　晶子
16～38 欠員

4丁目 1～33
34～57 二川原　陽一

原町田 1丁目 都営金森一丁目アパート 10号棟
町田第一地区
を参照してく

ださい

都営
金森

第2都営金森 全 岡﨑　賢
第3都営金森 全 欠員
第4都営金森 全 岡﨑　賢第5都営金森 全
第6都営金森 1～7号棟 欠員
第6都営金森 8～14号棟 込谷　れい子

南第一地区
地　域 担当委員

都営
金森

第7都営金森 全 欠員
第8都営金森 全 横田　明
第9都営金森 全 星﨑　スズ子
第10都営金森 全 欠員
第11都営金森 全

内田　晶子金森市
営住宅 全

南町田

1丁目 全 横田　明
2丁目 全 森重　恵子
3丁目 全 阿部　優美子4丁目 全
5丁目 全

欠員

鶴間

1丁目 全
2丁目 全
3丁目 全
4丁目 全 橋本　美恵子

5丁目 1～11 井上　由美
12～20 橋本　美恵子6丁目 全

7丁目 全 井上　由美8丁目 全

小川

1丁目 全（コープタウンを除く） 坂本　美智子
コープタウン 全 五十嵐　弘子2丁目 全

3丁目 1、4、8、9 二川原　陽一
2、3、5～7、10～18 小柴　祥子

4丁目 1～12、72
13～22 坂本　美智子

5丁目 全 小柴　祥子
6丁目 全 森重　恵子
7丁目 全 新谷　珠穂

つくし野

1丁目 全 欠員2丁目 全
3丁目 全 代谷　正雄
4丁目 全 落合　智惠子

南
つくし野

1丁目 全 欠員
2丁目 全 新谷　珠穂
3丁目 全 代谷　正雄
4丁目 全 欠員

南第一地区担当主任児童委員 田中　三奈子
赤木　律子

南第二地区
地　域 担当委員

南成瀬

1丁目 全 羽田　明美
2丁目 1～17、31～33

18～30 股木　美智子3丁目 全
4丁目 全 落合　正5丁目 全
6丁目 全

小倉　豊司7丁目 全
8丁目 全

成瀬が
丘

1丁目 全 小山　喜久子
2丁目 1～24

25～37 山﨑　みのり3丁目 全

成瀬

1丁目 全 山垣　淑子
2丁目 全

杉﨑　幸恵3丁目 全
4丁目 全

5丁目 1
2～23 村田　親吾

6丁目 1 杉﨑　幸恵
2～18 村田　親吾

7丁目
1、2 山岡　淑子
3～9 杉﨑　幸恵
10-22、11 村田　親吾

8丁目 1～9、12～17 多田　美由紀
10、18～29 山岡　淑子

民生委員・児童委員の一斉改選がありました

民生委員・児童委員 担当地区（域）一覧 （2023年1月現在）


