立川市民生委員・児童委員一覧 （令和３年７月～）
氏

名

担 当 区 域
第１地区（富士見町・柴崎町）
加藤ひとみ 富士見町1丁目19～22,25～36
里田登志江 富士見町1丁目1～2,12～18,23～24
宮本 直樹 富士見町1丁目3～11
浦志 健二 富士見町2丁目13～20,25～27
金子シゲ子 富士見町2丁目21～24,28～36
廣瀬いと子 富士見町2丁目1～12
大河内智子 富士見町3丁目
荻野美枝子 富士見町4丁目8～12,17～20
早乙女尚子 富士見町4丁目1～7,13～16,21～23
栗澤 清司 富士見町5丁目16～27
和田 信行 富士見町5丁目1～15
金子 照夫 富士見町6丁目24～35,70～72
齋藤 康美 富士見町6丁目12～23
小泉 清美 富士見町6丁目1～11,66～68
篠﨑 紫 富士見町6丁目36～50,60～65
富士見町6丁目51～59
須田恵美子 富士見町7丁目1～29,38～45
桑田佐喜美 富士見町7丁目30～37
飯島 眞 柴崎町1丁目1～6,13～17
加藤 咲子 柴崎町1丁目7～12,18～23
細田 郁子 柴崎町2丁目1～9
加藤 恭子 柴崎町2丁目10～12,14～20
長谷川総子 柴崎町2丁目13,21～26
伊藤 保憲 柴崎町3丁目1～14
清水 春美 柴崎町3丁目15～18
柴 和範 柴崎町4丁目1～7
和地登喜子 柴崎町4丁目8～23
西村 紀美 柴崎町5丁目,6丁目
田中 静子
主任児童委員
森園 高博
第２地区（錦町・羽衣町）
川又 敏正 錦町1丁目1～8
石川 貞次 錦町1丁目12～17
田所 佳洋 錦町1丁目9～11,18～24
細谷 陽子 錦町2丁目1,6～7,12～13
福本 行廣 錦町2丁目2,5,8,11
齋藤 惠子 錦町2丁目3～4,9～10
伊藤 良三 錦町3丁目
平山たか子 錦町4丁目
志村広一郎 錦町5丁目4～9,16～18
木宮 和子 錦町5丁目1～3,10～15,19～20
稲永 勝行 錦町6丁目16～29
杉田 英一 錦町6丁目1～15
川合 泰惠 羽衣町1丁目1～4,11
（未定）
羽衣町1丁目5～10,12～17
平澤 節子 羽衣町1丁目18～25,2丁目30,42～45
大森 敏子 羽衣町2丁目1～5
河村奈穗美 羽衣町2丁目6～12,29
羽衣町2丁目13～14,16～28,31～
宮﨑 直実
33,51～52
清野 綾子
田尻 洋二
小野 和惠
丸 壽子
植益志保子
杉本みちる

羽衣町2丁目34～41,46～50
羽衣町2丁目15,53～70
羽衣町3丁目13～29
羽衣町3丁目1～12
主任児童委員

氏

名

担 当 区 域
第３地区（曙町・高松町・緑町）
曙町1丁目1～10
高橋 民夫 曙町1丁目11～12,18～24,34～37
佐竹貴美代 曙町1丁目13～17,25～33
荒木 茂子 曙町2丁目1～8,29～35,42
橋本 章子 曙町2丁目9～28
森下 幸子 曙町3丁目1～5,22～25
渡邊 圭子 曙町3丁目6～13
中里 敬子 曙町3丁目14～21,26～27
並木 菊枝 曙町3丁目28～40
桑原 サヨ 曙町3丁目41～49,高松町2丁目36～38
山﨑 伸子 高松町1丁目1～11
中村喜美子 高松町1丁目17～23
小柳 祐子 高松町1丁目12～16,24～31
鈴木 壽子 高松町2丁目1～3,26～27
竹内久美子 高松町2丁目4～12
木下 光子 高松町2丁目19～22,23(2～17),31～35
肥後眞理子 高松町2丁目13～18,39
高松町2丁目23(1,18～32),24～25,28～
片山 直美
30
越谷 𠀋夫 高松町3丁目27～32
朝生 和子 高松町3丁目22～26
稲冨 愛子 高松町3丁目13～21
阿部 和子 高松町3丁目1～12
安田美和子 緑町7,3233～3567（広域防災基地内）
菅原 勉
主任児童委員
市川美智子
第４地区（栄町・若葉町）
藤原 和代 栄町1丁目
山川 清隆 栄町2丁目1～32
原田 文江 栄町2丁目33～68
（未定）
栄町3丁目
武正 恵美子 栄町4丁目35～47,6丁目2～6
（未定）
栄町4丁目1～16
南部 圭子 栄町4丁目17～34
吉田 晴美 栄町5丁目1～18,22～27,56～63
橋本 弘美 栄町5丁目19～21,28
木邨 恭子 栄町6丁目1,7～25
中川 典子 栄町5丁目29～55
（未定）
若葉町1丁目1～12
永目ヨシ子 けやき台団地1～10号棟
安井まさ子 けやき台団地11～19号棟
尾﨑 精一 けやき台団地20～30号棟
須﨑 一朗 若葉町1丁目14～32
玉城真由美 若葉町2丁目
井﨑 憲滋 若葉町3丁目54～76
三上 裕司 若葉町3丁目1～53,4丁目1～24
田島美知子 若葉町団地24～35号棟,44号棟
穴田 道子 若葉町団地5～12,19～23,37,43号棟
前澤 昭夫 若葉町団地1～4,13～18号棟
渡辺 英恵
主任児童委員

氏 名
（未定）
田中 清子
小泉 典子
（未定）
指田 直恵
（未定）
新井 智子
中野 和夫
村田 馨子
上田 賢一
谷井 照子

担 当 区 域
幸町3丁目
幸町4丁目1～51,53～66
幸町団地 15～26号棟
幸町団地 1～14号棟
幸町5丁目11～70,98～112
幸町5丁目1～10,71～97
幸町6丁目
柏町1丁目1～11,13～36
柏町1丁目12（都営柏町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ）
柏町2丁目
柏町3丁目
柏町4丁目1～50
柏町4丁目51（柏町団地）
柏町4丁目52～79,5丁目
泉町
砂川町1丁目1～24,60～67,5丁目
砂川町1丁目25～59,2丁目1～35
砂川町2丁目36～71
砂川町3丁目
砂川町4丁目
砂川町6丁目
砂川町7丁目1～23
砂川町7丁目24～60
砂川町8丁目1～52
砂川町8丁目53～91

谷山喜代子
松下 徳子
古田 雅子
馬場 恵美
天城 節子
伊奈 晶子
山下由美子
八木 満江
國武 千佳
長岡眞理子
星野 重乃
河野はるみ
奥脇 幸子
奥住 秀樹
主任児童委員
中澤 貴子
第６地区（上砂町・一番町・西砂町）
都営上砂町1丁目アパート16～20号
村上三百枝
棟,15－2,15－3
上砂町1丁目1～5,9,都営上砂町1丁目
兼森美津子
アパート13～14号棟,21～26号棟
都営上砂町1丁目アパート1～12号
佐々木史子
棟,15－1
鴻地 文武 上砂町2丁目,4丁目
降簱 三枝子 上砂町3丁目
荒井 薫 上砂町5丁目1～49,54～62,6丁目
上砂町5丁目50～53,63～85,7丁目
一番町1丁目15～17,20～23,30～
太齋冨久子
31,33～41,2丁目1～13
一番町1丁目1～14,18～19,24～
矢野 孝司
29,32,43～61
波多野晴美 一番町2丁目14～49
一ノ瀬良枝 一番町3丁目,5丁目1～7
荒井 牧子 一番町4丁目
大滝 君夫 立川一番町5丁目アパート1～4号棟
毛利 正子 都営松中16～19,23～24号棟
赤沢 容子 都営松中5～8,10～15号棟
髙木 重光 一番町6丁目1～15
谷垣 裕子 一番町6丁目16～29
遠山 奈苗 西砂町1丁目16～25,27～80
川杉 芳枝 西砂町2丁目
第５地区（幸町・柏町・泉町・砂川町）
萩野 博美 西砂町3丁目,4丁目,7丁目
榎本 弘子 西砂町5丁目
幸町1丁目,2丁目37,西けやき台団地1
菅沼しず子
～8号棟
大野 晴夫 西砂町6丁目
角谷由美子 幸町2丁目1,4,7～9,11～25
田中 貞子 西砂町1丁目1～15,26
幸町2丁目3,5～6,10,26～36,38～56,西 末次 圭子
主任児童委員
けやき台団地9号棟
藤宮 広行

