
担当地区 担当者 よみがな 電話番号

1 梶野町1丁目 小野寺優子 おのでら ゆうこ 090-4610-9698

2 　〃　2丁目 欠　員

3 　〃　3丁目 辻󠄀 喜美子 つじ きみこ 080-6737-5079

4 　〃　4丁目1～7・12～14番 欠　員

5 　〃　4丁目8～11・15～21番 堀口実枝子 ほりぐち みえこ 0422-54-8055

6 　〃　5丁目 一色 清志 いっしき きよし 383-2149

7 桜　町1丁目1・2・9～12番 野﨑 玲子 のざき れいこ 381-3952

8   〃  1丁目3～8・13～15番 布川 直美 ぬのかわ なおみ 385-8589

9   〃  2・3丁目 尾崎 庸子 おざき ようこ 381−6043

10 緑　町1丁目 神田 潤 かんだ じゅん 080-5073-3264

11   〃  2丁目1～10・15番　 髙橋 秀樹 たかはし ひでき 383-3473

12   〃  2丁目11～14・16・17番 太田 吉子 おおた よしこ 385−7002

13   〃  3丁目1～3・11～15番 堀井 鈴代 ほりい すずよ 387-2055

14   〃  3丁目4～10番 村田佳織里 むらた かおり 090-9960-8013

15   〃  4丁目1～5・13～18番 奥山 栄美 おくやま えみ 388-1761

16   〃  4丁目6～12番 八木 尚子 やぎ なおこ 080-5020-0581

17   〃  5丁目1～3・13～18番 大久保聡美 おおくぼ さとみ 201-3306

18   〃  5丁目4～12・19～22番 岳尾 好江 たけお よしえ 403-3436

19 関野町全域 松島　豊 まつしま ゆたか 381−5854

20 本　町2丁目1・3・4・6～8・17～20番 大久保美千子 おおくぼ みちこ 090-2163-8327

21   〃  2丁目2・5・9～16番 福岡 貴子 ふくおか たかこ 090-1762-9023

22   〃  3丁目1～5番 中村 裕子 なかむら ゆうこ 385-9972

23   〃  3丁目6～14番 欠　員

24   〃  4丁目5～8番（本町住宅） 長谷川嘉子 はせがわ よしこ 385-5693

25   〃  4丁目（除く本町住宅） 西澤 彰 にしざわ あきら 090-1704-3583

26   〃  5丁目3～7・25～35・40・41番 欠　員

27   〃  5丁目11～19・38番 西田美津子 にしだ みつこ 301-6646

28   〃  5丁目1・2・8～10・20～24・
36・37・39番 野村 直子 のむら なおこ 381-0488

91 川口 一美 かわぐち かずみ 090-5402-1524

92 細井のぞみ ほそい のぞみ 080-5014-3039

令和４年１２月１日現在

小金井市民生委員・児童委員名簿
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担当地区 担当者 よみがな 電話番号

令和４年１２月１日現在

小金井市民生委員・児童委員名簿

1 東  町1丁目2～14番 持田 晴子 もちだ はるこ 388−6130

2   〃  1丁目15・27～35番 井川 妙子 いかわ たえこ 383−2060

3   〃  1丁目1・16～26番 永並 和子 えなみ かずこ 383−5953

4   〃  1丁目36～45番 欠　員

5   〃  2丁目1～5・19・20番 成田 普子 なりた　ひろこ 0422-32-3566

6   〃  2丁目6～18・29～31番 欠　員

7   〃  2丁目21～28番 青松 佐枝 あおまつ さえ 0422-32-7732

8   〃  3丁目 島田 安雄 しまだ やすお 0422-31-8202

9   〃  4丁目8～20番 松浦早紀子 まつうら さきこ 387−7359

10   〃  4丁目1～7・21～30番 滝澤 裕美 たきざわ ひろみ 384-0939

11   〃  4丁目31～46番 星野千恵子 ほしの ちえこ 382-7185

12   〃  5丁目1～18番 森 二三代 もり ふみよ 386-2023

13   〃  5丁目19～31番 門井 睦美 かどい むつみ 301-7638

14 中  町1丁目1～6・11～15番 欠　員

15   〃  1丁目7～10番 欠　員

16   〃  2丁目8～18・24番 吉田 芳代 よしだ よしよ 383-3191

17   〃  2丁目1～7・19～23番 熊井 和美 くまい かずみ 383-3638

18   〃  3丁目1～13番 小堀 哲朗 こぼり てつろう 382-9050

19   〃  3丁目14～26番 布目 陽子 ぬのめ ようこ 385−8650

20   〃  4丁目1～8・10～12番 欠　員

21   〃  4丁目9・13～18番 永井 紀子 ながい のりこ 050-1465-5651

22 本  町1丁目1～8番 欠　員

23   〃  1丁目9～20番 欠　員

24   〃  6丁目 織田 君代 おだ きみよ 383-5526

91 浦野 知美 うらの ともみ 385-6335

92 古源 美紀 こげん みき 383-7387
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担当地区 担当者 よみがな 電話番号
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小金井市民生委員・児童委員名簿

1 貫井北町1丁目1・8～16・23～26番 欠　員

2 　〃　1丁目2～7・17～22番 荒畑 隆 あらはた たかし 381-3968

3 　〃　2丁目・3丁目4・5番・4丁目 三笠 玲子 みかさ れいこ 383-0534

4 　〃　3丁目6～22・31番 欠　員

5 　〃　3丁目23～28番・公務員住宅 欠　員

6 　〃　3丁目29・30・32～40番 欠　員

7 　〃　5丁目1・3・18～30番 山田 礼子 やまだ れいこ 090-3314-0808

8 　〃　5丁目2・4～17番 欠　員

9 貫井南町1丁目1～10・22～27番 緒方 澄子 おがた すみこ 381−8673

10 　〃　1丁目11～21番 平田 玉恵 ひらた たまえ 301-7165

11 　〃　2丁目 稲葉 敦子 いなば あつこ 388-1132

12 　〃　3丁目 渕上 直美 ふちがみ なおみ 381−6016

13 　〃　4丁目1～16番 鈴木 幸子 すずき さちこ 385−0111

14 　〃　4丁目17～30番 大平 幸子 おおひら さちこ 382-7837

15 　〃　5丁目1～6番 欠　員

16 　〃　5丁目7～21番 齋藤 千浪 さいとう ちなみ 384-2020

17 前原町1丁目 藤川真理子 ふじかわ まりこ 386-0869

18 　〃　2丁目1～6・14～19番 鈴木 寛 すずき ひろし 301-9861

19 　〃　2丁目7～13・20～24番 欠　員

20 　〃　3丁目1～4・14～21番 髙木 貴子 たかぎ たかこ 381-0966

21 　〃　3丁目24・27～41番 欠　員

22 　 〃　 3丁目5～13・22・23・25・26
番 池ノ上寛子 いけのうえ ひろこ 301-6045

23 　〃　4丁目1～12番 渡邉 敏子 わたなべ としこ 381-2816

24 　〃　4丁目13～23番 金ケ江博紀 かながえ ひろき 080-7007-7778

25 　〃　5丁目1～9番 村澤トキイ むらさわ ときい 301−0686

26 　〃　5丁目10～20番 欠　員

91 小峰 優子 こみね ゆうこ 388-7878

92 三枝 昌子 さえぐさ しょうこ 383-4766
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西部地区担当主任児童委員


