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今号の主な内容

平成３０年度清瀬市・清瀬消防署合同
総合水防訓練

お知らせ～information

…３面
コラム

…5 ～８面

「消費生活相談の現場から」「市史で候ｍｉｎｉ」 …４面

主任児童委員担当区域
氏名 電話番号 担当学区

永井　厚子 493-4230 清 中、 清 小、
八小

安松　一美 495-2065 三中、清明小
杉本美栄子 495-8733 五中、十小

氏名 電話番号 担当学区

赤川　都 497-3638 二中、三小、
六小、七小

髙山　邦子 491-5220 四中、芝小、
四小

（平成 30 年５月１日現在）

民生・児童委員担当区域（平成 30 年５月１日現在）※携帯電話以外の市外局番は「042」
氏名 電話番号 担当区域

宮内　紀子 493-3560 上清戸一丁目（９番を除く）全域

野﨑　幸伸 491-0868 上清戸一丁目９番・二丁目全域、元町一丁目５番・
二丁目１番、26 番～ 28 番

高橋　善男 495-0470 元町一丁目１番～４番、６番～ 10 番
小糸　清美 492-5011 中清戸一丁目全域、三丁目全域
今井　幸子 493-9069 中清戸二丁目全域

永野　敬子 493-6649 中清戸四丁目 847 番地中清戸アパート（１～５号棟）・
870 ～ 894、931、943 ～ 966、1009 番地～

前川　政美 494-0831 中清戸四丁目 847 番地中清戸アパート（６～ 13 号棟）
・907 ～ 916、990 ～ 992 番地

松村　新一 491-3246 中清戸五丁目全域
野島與志子 493-1039 下清戸一丁目全域、三丁目全域
土屋　義恵 491-5941 下清戸二丁目全域、四丁目全域、五丁目全域

新井　誠子 492-0133 下宿一丁目 1 番地（台田団地）、二丁目 466 ～ 580 番
地

池永　和子 491-5100 下宿一丁目（１番地を除く）全域、旭が丘一丁目全域

野島　芳夫 493-5367 下宿二丁目 (466 ～ 580 番地を除く）全域・三丁目全
域 、旭が丘二丁目 336 ～ 338 番地・三丁目全域

地域包括 
ケア推進課 497-2056

旭が丘二丁目１～３番地、７～ 10 番地、286 番地
※現在欠員のため、お問い合わせは地域包括ケア推
進課へ。

中畑　奈美 492-4233 旭が丘二丁目４～６番地
鈴木　幸子 493-6406 旭が丘四～六丁目全域

栁原　義介 090-7703
-9140 中里三丁目全域

中村　千代 491-8358 中里四丁目（1296 清瀬中里四丁目アパート、1323 番
地を除く）全域

澁谷　良枝 493-1340 中里四丁目 1296（清瀬中里四丁目アパート）、1323 番地
芹澤　正男 492-7597 中里五丁目全域・六丁目（台田団地を除く）全域
兼田　則子 493-9845 中里六丁目 95 番地（台田団地）

氏名 電話番号 担当区域
武田　裕子 491-2742 元町一丁目 11 番～ 19 番
佐藤　眞一 491-9102 元町二丁目２番～ 16 番
濵名　敏夫 493-6087 元町二丁目 17 番～ 25 番
森田　節子 493-2714 中里一丁目１～ 999 番地
恩田　公子 492-6858 中里一丁目 1000 ～ 1750 番地
松村　謙二 492-0454 中里二丁目全域

片山ひろ子 493-5495
野塩一丁目 356 ～ 430 番地・二丁目 377 ～
386 番地、387 番地のうち清瀬野塩アパート

（１～４､ ８～９、21 ～ 23）、387 ～ 390 番地、
409 番地

地域包括
ケア推進課 497-2056

野塩一丁目 431 ～ 447 番地・二丁目 387 番
地のうち清瀬野塩アパート（10 ～ 20）、576
番地 
※現在欠員のため、お問い合わせは地域
包括ケア推進課へ。

森原　雅子 492-6691 野塩一丁目（356 ～ 447 番地を除く）全域
小作　紀子 491-5939 野塩三丁目全域
丹下三枝子 493-0315 野塩四丁目全域
浅見　良子 478-0230 野塩五丁目全域
尾﨑彰一郎 491-4006 松山一丁目１番～ 11 番、21 番～ 39 番
大場　拓子 491-1050 松山一丁目 12 番～ 20 番、40 番～ 46 番

桑原　保子 090-7807
-8428 松山三丁目 11 番～ 27 番

原田　里和 495-1780 松山二丁目１番～６番・三丁目１番（71 号、
72 号のみ）、２番～ 10 番

大久保俊夫 491-4103 松山二丁目７番～ 19 番・三丁目１番（71 号、
72 号を除く）

山﨑　文男 493-6427 竹丘一丁目１番～ 11 番
村松久美子 493-6726 竹丘一丁目 12 番～ 17 番
金光　敏子 493-1402 竹丘二丁目１番～ 10 番
齊藤しのぶ 492-2382 竹丘二丁目 11 番～ 28 番
鈴木ひろみ 491-5852 竹丘三丁目１番～ 10 番

稲田ヒロ子 492-5501 竹丘二丁目 29 番～ 33 番・三丁目 11 番～
25 番

長澤　惇子 491-0022 梅園一丁目全域・二丁目全域
清野恵津子 492-1572 梅園三丁目全域

　民生・児童委員は、地域住民
からの相談、通報を受けた際の
関係機関への連絡を行うなど、
福祉サービスに関する「地域住
民と行政とのつなぎ役」を担っ
ています。
　また、中学校区ごとに主任児
童委員を配置し、不登校や児童
虐待など、子どもや子育てに関
する相談を受け付けています。
　このような民生・児童委員の
取り組みにおいて、より細やか

　平成３０年は、東京の民生委員
の始祖である「救済委員制度」
発足からちょうど１００年を迎え
ます。
　この間、一貫して生活困窮者
を支援し、時代の変化に応じて
新たな活動に取り組み、地域の
福祉増進に重要な役割を果たし
ています。
　このような民生・児童委員の
役割や、日ごろの活動、取り組

　清瀬市民生児童委員協議
会の広報紙「てとてとて」
を発行しました。活動内容
を、イラストと写真を中心
にわかりやすく紹介してい
ます。７５歳以上のみの世帯
に戸別配布する他、各イベ
ントで市民の皆さんに配布
する予定です。市内公共施
設でも配布をします。ぜひ
お手に取ってご覧くださ
い。

 「困ったなぁ」「心配だなぁ」・・・

民生・児童委員にご相談ください

民生・児童委員とは何をしている人？東京の民生委員制度が 100 周年を迎えます
な援助を行っていくためには、
地域の皆さんからの情報が不可
欠です。「近所の高齢者を最近
見かけない」「子どもの泣き声
が止まない」などの近隣の心配
ごとや、自身の日常生活におい
て不安を感じる方は、一人で悩
まずに民生・児童委員にご連絡
ください。
　民生・児童委員には守秘義務
があり、相談内容の秘密は固く
守られます。

　住み慣れた地域で安全・安心に生活するためには、誰もが身近で気軽に相談できる仕組みが必要です。そのため、厚生労働大臣から委嘱さ
れた全国約23 万人の「民生・児童委員」が、住民の立場に立った相談・支援者として活動しています。お困りのことがありましたら、担当の
民生・児童委員にお気軽にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　地域包括ケア推進課福祉総務係☎042・497・2056

みをより多くの皆さんにご理解
いただくため、「民生・児童委
員の日」に合わせて、駅頭啓発
活動を行います。なお、当日は
市長も「一日民生委員」として
活動に参加する予定です。ぜひ
お立ち寄りください。
日時　５月１８日㈮午後４時～５
時ごろ（雨天中止）
場所　清瀬駅北口・南口周辺
※直接会場へ。

平成 30 年度版

東京都民生児童委員
連合会キャラクター

「ミンジー」

「てとてとて」を発行しました 

高齢者の一人
暮らしで不安

子育てについ
て悩みがある

病気などで生活
に困っている

避難行動要支援者制度に  　　
　　       　   ご登録ください
　市では、地震や台風・大雨などの災害時に
自力での避難が困難な高齢者や障害者など
が、お住まいの地域でいち早く的確に援助を
受けられるよう、｢避難行動要支援者台帳｣
への登録を行っています。登録を希望される
方は、地域包括ケア推進課へ申込みいただく
か、下記の民生・児童委員へご相談ください。 ご相談ください！！     

日程 場所 時間

第１回 5月10日㈭ コミュニティ
プラザひまわり

午後１時30分
～2時30分

第２回 ８月24日㈮ 市役所

第３回 11月20日㈫ 市役所

第４回 平成31年
2月18日㈪ 健康センター

　市では、地域包括ケアシステムの
構成要素の一部である「予防」「生活
支援」の体制を構築することを目指
し、地域にお住まいの方々が地域を
支える「支え合い活動」を推進し、
住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう、切れ目のない支援体制の構築
に取り組んでいます。平成３０年度の
委員会は、下表日程で行います。
※傍聴を希望される方は、事前に下
記まで連絡ください。
問合せ　地域包括ケア推進課福祉総
務係☎０42・49７・2０５6

「支え合うきよせ委員会」
平成 30 年度開催予定


