
任期満了による一斉改選で決まった
新しい民生委員・児童委員の皆さんを紹介します

次の皆さんが新しい民生委員・児童委員に決まりました。
任期は12月１日から令和７年11月30日までです。
民生委員・児童委員は、生活に困っている人や高齢者・障害者・児
童・ひとり親家庭などの相談相手として、そして、住民と行政とを
結ぶパイプ役として幅広く活動しています。また、主任児童委員は、
児童福祉専門の委員として地区ごとに活動しています。民生委員・
児童委員が活動するときには、バッジ、名札などを提示しますので、
安心して相談してください。また、委員の調査活動にご協力をお願
いします。
なお、現在のところ民生委員・児童委員が決まっていない地域につ
いては、決まり次第お知らせします。
問 い合わせ先　府中市社会福祉協議会（☎４７－１２９４）、同上下
支所（☎６２－２５６６）、市役所福祉課（☎４３－７１４８）

名　　前 担当地域 電話番号
府　南　東　地　区

（未定） 上高木町
豊田　君江 高木古川町 ☎45－2693
廣中　敏弘 高木中町 ☎46－3121
門田　智子 高木中町 ☎45－8236
的場　敏子 高木開町 ☎45－2352
石岡　知子 高木稲荷木町 ☎45－6920
内田　眞知子 高木稲荷木町 ☎45－8875
橘髙　里美 中須西之町 ☎45－6582
山吹　文子 中須中之町 ☎45－6060
小寺　純子 中須中之町 ☎45－1448
神奈輪　さつき 中須岡谷町 ☎45－7199
桑田　千代子 中須亀寿町 ☎45－1545
奥田　敏子 中須東町 ☎52－6128
仁後　洋子 中須旭町 ☎45－1691
（未定） 広谷町
豊田　千年 広谷町 ☎45－3156
（未定） 広谷町

府　南　南　地　区
大森　保延 府川町 ☎45－8525
豊原　三加 府川町 ☎45－7458
吉川　恒美 栗生東町 ☎45－3518
佐藤　陽子 栗生西町 ☎45－2321
下垣内　政昭 栗生南町 ☎45－2589
小川　政志 栗生北町 ☎45－5666
皐月　利夫 土生町 ☎43－5402
（未定） 土生町
中村　惠子 土生町 ☎41－9151
大野　榮二 緑ヶ丘町 ☎43－5885
佐々木　壽 緑ヶ丘町 ☎43－5516

府　中　北　地　区
藤原　洋子 鵜飼町 ☎45－5772
神野　正 鵜飼町 ☎45－2130
田中　佳子 鵜飼町 ☎45－4825
皿田　克美 鵜飼町 ☎45－2199
（未定） 元町東
上部　伸晃 元町東 ☎45－3785
（未定） 元町西
（未定） 元町西
（未定） 元町西
大本　治男 桜が丘 ☎41－0365
武田　仁 本山町 ☎41－5880
桒田　桂子 本山町 ☎41－5667
秀髙　一範 見晴町 ☎41－4450
藤井　千惠 見晴町 ☎41－3725

府　中　西　地　区
赤松　尚子 東　町 ☎41－4125
甲斐　泰弘 永井町 ☎41－8426
橋本　卓三 朝日町 ☎41－6981
大原　和子 朝日町 ☎45－5260
山本　千晴 飛屋町 ☎41－6982
中西　信惠 西　町 ☎41－7710
秋田　康子 川原町 ☎43－4833
佐藤　光子 本　町 ☎41－2276
（未定） 新　町
楢崎　博司 新　町 ☎41－5277
皿谷　真澄 上辻町 ☎41－9237

名　　前 担当地域 電話番号
府　中　西　地　区

武田　健二 下辻町 ☎41－5407
三好　眞澄 老松町 ☎41－2994
田坂　ヨシ江 大黒町 ☎41－3075
中根　久行 胡　町 ☎43－5061
小田　惠子 川上町 ☎090－

1594－7559
真田　敬子 川上町 ☎41－5284
德田　大作 目崎町 ☎41－3518
近藤　義忠 目崎町 ☎41－7541
石口　美幸 目崎町 ☎41－4264
稲垣　二三男 上山町 ☎43－5177
甲斐　美江子 荒谷町 ☎090－

6833－4664
府　中　明　郷　地　区

石原　ひとみ 河南町 ☎41－5674
谷満　明美 三郎丸町 ☎090－

1017－9075
桒田　惠子 篠根町 ☎41－6128
（未定） 篠根町
平野　光範 河面町 ☎41－7855
石岡　弘子 僧殿町 ☎41–4835
宮本　知惠美 父石町 ☎41－6553
箱田　和雄 父石町 ☎41－2928
（未定） 河佐町
萩原　和則 河佐町 ☎49－0429
上迫　大二郎 久佐町 ☎49－0620
山野　正子 久佐町 ☎49－0546
河原　幹治 諸毛町 ☎49－0846
（未定） 諸毛町・

小国町
眞田　和一 諸毛町 ☎49－0770
岡田　武司 阿字町 ☎68－2607
（未定） 阿字町
（未定） 阿字町
中田　俊治 第１木野山町 ☎68－2943
小田　勝子 第１木野山町 ☎68－2374
戸羽　芳惠 第２木野山町 ☎68－2354
内田　美智子 第２木野山町 ☎68－2339
梶山　登美恵 行縢町 ☎68－2714
川元　惠 斗升町 ☎68－2630

名前 担当地域 電話番号
上　下　地　区

（未定） 上下第１
古城　惠美子 上下第1 ☎62－2563
（未定） 上下第２
前原　裕吉 上下第3 ☎62－2611
（未定） 上下第４
伊達　速人 深江・下野町 ☎62－4517
野津山　英樹 深江・下野町 ☎62－2385
藤田　みどり 国　留 ☎62－3735
池岡　春子 矢　野 ☎62－3682
畠　淳子 矢　野 ☎62－3713
岩佐　美恵子 矢多田 ☎62－3805
田原　由紀子 松　崎 ☎62－2722
池田　月美 井　永 ☎62－4369
楠　博親 水永・岡屋

・佐倉 ☎62－3884
藤岡　辰巳 階　見 ☎62－2706
瀧口　寿子 二森・小堀 ☎62–3435
明德　惠子 二森・小堀 ☎62－3536
田邊　健二郎 二森・小堀 ☎62－2032
池田　源實 小　塚 ☎62－2825
（未定） 有　福
（未定） 有　福

主　任　児　童　委　員
名前 担当地域 電話番号

戸田　美穂 府南東地区 ☎45－0799
寺延　恭子 府南東地区 ☎52－2771
山﨑　町子 府南南地区 ☎45－4004
佐藤　智美 府南南地区 ☎45－1580
武田　雅子 府中北地区 ☎41－5879
（未定） 府中北地区
竹口　裕子 府中西地区 ☎41－4862
池田　仁美 府中西地区 ☎43－5026
鍋島　登志子 府中明郷地区 ☎68－2063
（未定） 府中明郷地区
上杉　智恵美 上下地区 ☎62–3752
濱保　祐子 上下地区 ☎62－2550

敬称略
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