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相談

民生・児童委員担当区域 （平成 26 年 ４ 月 1 日現在）

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～

井上　義夫 497-7015 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
小寺　喜裕 493-2800 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

鶴田　洲子 492-1322 旭が丘二丁目１～３番地、７～ 10 番地、286 番地
清水　忠雄 491-2290 旭が丘二丁目４～６番地
酒井　滿子 493-9150 旭が丘四～六丁目全域

栁原　義介 090-7703
-9140 中里三丁目全域

渋谷　秀夫 491-3848 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 担当学区

塩野　英子 090-8929
-8456

二 中、 三 小、
六小、七小

髙山　邦子 491-5220 四 中、 芝 小、
四小

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
内館　　好 495-8578 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

今瀬千佳子 492-5962 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 

森原　雅子 493-4023 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

石井美惠子 493-2642 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）

長谷川豊一 493-1053 竹丘一丁目１番～ 11 番
井﨑　令子 492-4636 竹丘一丁目 12 番～ 17 番
大塚　昭彦 492-2297 竹丘二丁目１番～ 10 番
有戸　英明 427-3244 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

主任児童委員担当区域 （平成 26 年 ４ 月 1 日現在）

～５月 12 日 ㈪は民生・児童委員の日です～
ご存じですか？　あなたの地域の民生・児童委員

東京都民生児童委員連合会
キャラクター「ミンジー」

「地域の皆さんと行政とのかけ橋」として活動し
ている民生・児童委員の方々

地 域 の 身 近 な 相 談 相 手

　民生・児童委員は「地域の皆さんと行政
とのかけ橋」となる、身近な相談相手です。
｢高齢者の悩み｣「子育ての悩み」｢生活の悩
み｣ などのお話を伺い、その内容に応じて、
市役所などの関係機関へ連絡したり、必要と
する福祉サービスの利用に関する情報提供を
行うなど、行政や関係機関だけでは把握しき
れない部分をサポートする活動を行っていま
す。また、不登校や児童虐待など、子どもや
子育てに関する相談を専門に担当する主任児
童委員を各中学校区ごとに配置しています。
　清瀬市では 51 人の民生・児童委員（その
うち主任児童委員５人）が、各地域で活動し
ています。民生・児童委員には守秘義務があ
りますので、情報が外部に漏れることはあり
ません。ささいなことでも結構ですので、下
表の担当地区をご確認のうえ、担当の民生・
児童委員にご相談ください。

　市は、保存していた個人情報を
含む文書及び戸籍訓令達綴を持ち
出し、去る平成 24 年 12 月７日に
ＪＲ立川駅構内で放置した事件に
関わった市正規職員、男性 50 歳
を、去る４月 14 日付で懲戒免職
処分といたしました。
　また、管理責任として、市長及
び副市長の報酬額 10㌫削減を１
か月間執行することを予定し、直
属の上司２名の職員については戒
告処分といたしました。
　市文書の不当持出し及び放置事
件につきましては、市民の皆様に
多大なご迷惑及びご心配をお掛け
したことを深くお詫びいたしま
す。
　市は、個人情報及び文書の取扱
について細心の注意を払い、市民
の皆様の信頼に沿うよう努力して
まいりますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。

　清瀬市長　渋谷金太郎

活動紹介パネル展示を開催

退 任 民 生・ 児 童 委 員 表 彰

「市文書の不当持出し及び放置事件」
に関わった市職員の処分について

　５月 12 日の「民生・児童委員の日」に併せ、
日ごろの活動や取り組みを多くの皆さんに理
解していただくため、パネル展示を行います。
会場では、民生・児童委員がお待ちしており
ますので、ぜひお立ち寄りください。
日時　５月 12 日㈪～ 16 日㈮
　　　午前９時～午後５時
場所　市役所１階ロビー
※直接会場へ

　平成 25年に退任された民生・児童委員の
うち、24 年間にわたり社会福祉にご尽力い

岡澤正子さん

　少子高齢化や核家族化が進むなか、安全・安心なまちづくりを進めていくには
誰もが身近で気軽に相談できる環境が必要です。そのため、厚生労働大臣から委
嘱された「民生・児童委員」が、住民の立場に立った支援者として活動しています。
　日常生活や、「もしも」の時に心配のある方、「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のある方は、1人で悩まず
に民生・児童委員に相談してください。

問合せ　社会福祉課

案内・連絡

市役所などの
関 係 機 関

民生・児童委員

訪問・
情報提供

支援

地域の皆さん

ただいた功績により、岡澤正子
さんが厚生労働大臣特別表彰、
全民児連永年勤続退任民生委員
・児童委員表彰を受賞されまし
た。

高齢者の1人
暮らしで不安

不登校など子
どもの養育で
悩んでいます


