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　国分寺市民生委員・児童委員協議会は、東西 2つの地区協議会（単位協議会）で構成されています。月 1回の定
例会で、行政機関からの情報を把握し、活動状況を確認し、活動方針を決めています。また、さまざまな研修を行い、
民生・児童委員の資質向上に努めています。※主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当します。

高齢者や認知症についての相談 高齢者相談室（いずみプラザ内） ☎321-1301
障害を持つ方の相談 障害者相談室 生活支援係（市役所内） ☎325-0111（内522）
生活困難についての相談 生活福祉課 生活福祉係（市役所内） ☎325-0111（内342）
子どもと子どもを育てる家庭の総合相談 子育て相談室 子ども家庭支援センター ☎572-8138
いじめ、不登校など教育のこと 教育センター（ひかりプラザ内） ☎573-4370
子どもの健診、発育相談 健康推進課 いずみ保健センター（いずみプラザ内） ☎321-1801
心配ごと相談 国分寺市社会福祉協議会　 ☎324-8311
外国人の相談 国分寺市国際協会 ☎325-3661

土屋　眞智子 322-0074 南町一丁目
井上　たき子 327-2050 南町二丁目1～13番

進　　万佐子 327-4645
南町二丁目14番～最終、
三丁目9～20番

大谷　弘子 324-5560 南町三丁目1～8番
影山　昭夫 325-1530 南町三丁目21番～最終

会長 東部地区会長 西部地区会長
須田　忠男 影山　昭夫 須田　忠男

大濵　夏 572-1990
富士本一丁目1～20番、 
二丁目1～17番

斉藤　順法 575-7781 富士本一丁目21番～最終
大戸　光麿 575-6377 富士本二丁目18番～最終、三丁目

佐藤　ヒロ子 322-4369 新町一丁目、二丁目
笠原　三千代 324-3899 新町三丁目

川窪　稔 323-5605 北町一丁目、五丁目
岡田　忍 321-8322 北町二丁目、三丁目、四丁目

渡邉　幹夫 323-7589 並木町一丁目、二丁目
笠原　三千代 324-3899 並木町三丁目

小澤　達代 576-0379 光町一丁目１～８番・36～46番
鈴木　惠子 572-3310 光町一丁目９～35番、47番～最終
阿部　公昭 575-7549 光町二丁目
三ッ木　靜江 576-1318 光町三丁目

關
せきた

田　美代子 572-2503 高木町一丁目、三丁目
三ッ木　靜江 576-1318 高木町二丁目

横田　一枝 577-7171 西町一丁目
蓑和　久美子 571-3239 西町二丁目
寺嶋　文代 575-6260 西町三丁目
降矢　幸惠 575-5764 西町四丁目
池谷　敏子 572-4560 西町五丁目

廣松　千晶 321-8511
東部地区全域長谷部　豊子 325-6547

小林　智子 326-2533
駒形　幸夫 572-4195

西部地区全域毛利　みどり 577-3354
石井　洋子 502-7558

奥津　美穗 324-1135 泉町一丁目
田中　久美子 328-6225 泉町二丁目1・2番、10～１3番
山田　正則 325-0473 泉町二丁目3～9番
清水　武 321-5788 泉町三丁目1～25番
尾﨑　周一 321-8823 泉町三丁目26番～最終

田中　久美子 328-6225 西元町一丁目
竹中　芙美代 323-6520 西元町二丁目
田中　明美 322-2518 西元町三丁目
宮澤　紘一 301-3119 西元町四丁目

和地　孝三 325-2353 西恋ヶ窪一丁目1～21番
植田　和秀 325-5769 西恋ヶ窪一丁目22番～最終
髙波　辰男 327-9724 西恋ヶ窪二丁目
宮田　萬利子 324-5513 西恋ヶ窪三丁目
鈴木　汎子 324-1541 西恋ヶ窪四丁目

渡辺　笑美代 324-2036 東戸倉一丁目
須田　忠男 324-3645 東戸倉二丁目

岡田　清美 301-0525
戸倉一丁目1～15番、
二丁目1・5・6・9番

坂本　喜久子 323-2467 戸倉一丁目16番～最終
岩澤　美代子 572-8887 戸倉二丁目 (1・5・6・9番を除く)   
清水　弘 323-1278 戸倉三丁目
田中　友子 301-7637 戸倉四丁目

石川　眞澄 325-3651 日吉町一丁目
白井　節子 572-8782 日吉町二丁目１～23番
新井　衣子 572-3691 日吉町二丁目 24番～最終 
大渕　隆夫 573-2967 日吉町三丁目
荒井　幸子 324-0194 日吉町四丁目

内藤　孝雄 572-6003 内藤一丁目1～24番

熊谷　ゆき子 576-6838
内藤一丁目25番～最終・二
丁目１～11番・14～22番

内藤　利子 575-7561
内藤二丁目12～13番、
23番～最終

田中　美登里 325-1681 東元町一丁目1～20番
渡邉　泰子 325-3701 東元町一丁目21～32番

追谷　惠子 323-7558
東元町一丁目33番～最
終、二丁目14番～最終

小坂　くみこ 322-3587 東元町二丁目1～13番

深
みや ま

山　正子 323-1751 東元町三丁目1～14番
戸倉　央江 301-3090 東元町三丁目15番～最終
吉川　祐子 324-6286 東元町四丁目

岩崎　文子 321-1563 本多一丁目

蓮
はすみ

實　麗子 323-3475 本多二丁目
蓮實　麗子 323-3475 本多三丁目
長谷部　豊子 325-6547 本多四丁目

石井　陸郎 301-3506 本多五丁目

原　　直彦 321-1810 本町一丁目、二丁目1～11番
前出　禎造 316-3335 本町二丁目12番～最終
浅見　健治 321-0913 本町三丁目
朝倉　さく 301-8251 本町四丁目

和地　孝三 325-2353 東恋ヶ窪一丁目
尾﨑　喜代江 321-3752 東恋ヶ窪二丁目
中村　朋子 325-5566 東恋ヶ窪三丁目１～19番
尾崎　加津代 325-7783 東恋ヶ窪三丁目20～35番

川口　洋子 328-9133
東恋ヶ窪四丁目１～15
番、27番～最終

坂本　直美 321-3106 東恋ヶ窪四丁目16～26番
鈴木　汎子 324-1541 東恋ヶ窪五丁目
遠藤　久基 321-4028 東恋ヶ窪六丁目
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