
民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな

入間川東 沢 市村　英子 いちむら　ひでこ

入間川東 沢 横田　年子 よこた　としこ

入間川東 田中 粕谷　孝夫 かすや　たかお

入間川東 田中 清水　誠 しみず　まこと

入間川東 峰 大村　雅代 おおむら　まさよ

入間川東 峰 佐藤　佳代子 さとう　かよこ

入間川東 旭町 重信　ひろみ しげのぶ　ひろみ

入間川東 旭町 伏見　智子 ふしみ　ともこ

入間川東 旭町 須田　芳子 すだ　よしこ

入間川東 菅一 春日　基宏 かすが　もとひろ

入間川東 菅一 小川　俊之 おがわ　としゆき

入間川東 菅一 （欠員）

入間川東 菅二 島村　靖子 しまむら　やすこ

入間川東 菅二 松本　行雄 まつもと　ゆきお

入間川東 菅三 林田　美音 はやしだ　みね

入間川東 菅三 津森　悦子 つもり　えつこ

入間川東 菅三 小澤　啓子 おざわ　けいこ

入間川東 菅三 前原　富士夫 まえはら　ふじお

入間川東 祇園 濱野　好美 はまの　よしみ

入間川東 祇園 金子　勝治 かねこ　かつじ

入間川東 祇園 坂本　綾子 さかもと　あやこ

入間川東 主任児童委員 高橋　ゆかり たかはし　ゆかり

入間川東 主任児童委員 浅川　智子 あさかわ　ともこ

[令和5年1月1日現在]
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

入間川 本町・本町一 立川　重子 たちかわ　しげこ

入間川 本町二・子の神 中島　憲昭 なかじま　のりあき

入間川 御幸一 遠藤　幸枝 えんどう　ゆきえ

入間川 御幸一 平岩　栄一 ひらいわ　えいいち

入間川 御幸二・下諏訪 西尾　敦子 にしお　あつこ

入間川 上諏訪・修武台 横山　悦子 よこやま　えつこ

入間川 上諏訪 忍成　惠美子 おしなり　えみこ

入間川 上諏訪 品田　ふみ枝 しなだ　ふみえ

入間川 鵜ノ木第一 町田　繁夫 まちだ　しげお

入間川 鵜ノ木第一 （欠員）

入間川 鵜ノ木第二 冨澤　昭夫 とみざわ　あきお

入間川 鵜ノ木第三 鈴木　滋 すずき　しげる

入間川 鵜ノ木第四 木﨑　秀子 きざき　ひでこ

入間川 鵜ノ木第四 伊藤　桂子 いとう　けいこ

入間川 鵜ノ木第五 菊地　春美 きくち　はるみ

入間川 鵜ノ木第五 肥田　忠信 ひだ　ただのぶ

入間川 鵜ノ木第六 中田　美登利 なかだ　みどり

入間川 鵜ノ木第七 成瀬　裕美 なるせ　ひろみ

入間川 主任児童委員 西本　圭子 にしもと　けいこ

入間川 主任児童委員 伊藤　あけみ いとう　あけみ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

富士見 中窪 塚本　まり子 つかもと　まりこ

富士見 中窪 鹿野　幹雄 しかの　みきお

富士見 東急入間川 磯部　順子 いそべ　じゅんこ

富士見 東急入間川 葉　京美 よう　きょうみ

富士見 東急入間川 （欠員）

富士見 富士見一 藤井　浩江 ふじい　ひろえ

富士見 富士見一 發知　和弘 ほっち　かずひろ

富士見 富士見一 山路　政幸 やまじ　まさゆき

富士見 富士見一 新垣　ゆき子 しんがき　ゆきこ

富士見 富士見一 入谷　きみ江 いりたに　きみえ

富士見 富士見一 柴田　裕美子 しばた　ゆみこ

富士見 富士見一 石川　すみ子 いしかわ　すみこ

富士見 富士見二 渡邉　寛子 わたなべ　ひろこ

富士見 富士見二 北田　規子 きただ　のりこ

富士見 富士見二 日熊　知 ひのくま　さとる

富士見 富士見二 山之上　茂 やまのうえ　しげる

富士見 富士見二 宮木　清美 みやき　きよみ

富士見 富士見二 海老原　美代子 えびはら　みよこ

富士見 富士見二 戸口　勇 とぐち　いさむ

富士見 富士見二 折田　健 おりた　けん

富士見 富士見二 井花　久子 いはな　ひさこ

富士見 富士見二 丸川　泰德 まるかわ　やすのり

富士見 パイロットハウス狭山台 伊藤　昌男 いとう　まさお

富士見 ひらの 藤野　美佐子 ふじの　みさこ

富士見 コート狭山台 （欠員）

富士見 平野台 石川　眞 いしかわ　まこと

富士見 主任児童委員 （欠員）

富士見 主任児童委員 後藤　和枝 ごとう　かずえ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

入曽 第一区 田口　信一 たぐち　しんいち

入曽 第二区 河津　光生 かわつ　みつお

入曽 第二区 近藤　智恵子 こんどう　ちえこ

入曽 北上 小川　良子 おがわ　よしこ

入曽 南入曽 浅見　育子 あさみ　いくこ

入曽 南入曽 （欠員）

入曽 南入曽 小澤　ひとみ おざわ　ひとみ

入曽 南入曽 原田　克明 はらだ　かつあき

入曽 第五区 髙橋　由紀枝 たかはし　ゆきえ

入曽 入曽中央 指田　一利 さしだ　かずとし

入曽 第七区 渡邉　久美 わたなべ　くみ

入曽 第七区 平井　工 ひらい　たくみ

入曽 第七区 河村　やえ子 かわむら　やえこ

入曽 第七区 木村　彰 きむら　あきら

入曽 水押 白井　節子 しらい　せつこ

入曽 水押 植竹　壽子 うえたけ　ひさこ

入曽 水押 宮本　雄司 みやもと　ゆうじ

入曽 水押 寺野　文雄 てらの　ふみお

入曽 水押 河野　東海子 こうの　とみこ

入曽 水押 小島　貴美子 おじま　きみこ

入曽 中原 矢崎　恵美子 やざき　えみこ

入曽 中原 吉田　成子 よしだ　せいこ

入曽 中原 宮野　栄一 みやの　えいいち

入曽 御狩場 （欠員）

入曽 御狩場 （欠員）

入曽 ガーデンシティ狭山 野村　惠子 のむら　けいこ

入曽 ガーデンシティ狭山 松山　やよい まつやま　やよい

入曽 主任児童委員 小野田　貴子 おのだ　たかこ

入曽 主任児童委員 清水　香祥子 しみず　かよこ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

水野 下水野 牛窪　一男 うしくぼ　かずお

水野 下水野 指田　孝男 さしだ　たかお

水野 第九区 （欠員）

水野 第九区 宮﨑　博文 みやざき　ひろぶみ

水野 第九区 釣井　賢一郎 つりい　けんいちろう

水野 第九区 城　正太 じょう　せいた　

水野 上水野 荻野　章子 おぎの　あきこ

水野 三商 松川　和俊 まつかわ　かずとし

水野 三商 和田　勉 わだ　つとむ

水野 東急台 古市　茂 ふるいち　しげる

水野 東急台 朝倉　晴江 あさくら　はるえ

水野 東急台 新井　孝子 あらい　たかこ

水野 若葉台 （欠員）

水野 若葉台 野田　浩二 のだ　こうじ

水野 若葉台 井上　直美 いのうえ　なおみ

水野 若葉台 半道　信夫 はんどう　のぶお

水野 新水野 小沼　孝子 こぬま　たかこ

水野 武蔵 町田　信二 まちだ　しんじ

水野 武蔵 大滝　俊子 おおたき　としこ

水野 みよし 新　恵子 あたらし　けいこ

水野 むつみ台 古屋　正明 ふるや　まさあき

水野 松風 髙橋　俊二 たかはし　しゅんじ

水野 三葉台　 小林　繁徳 こばやし　しげのり

水野 三葉台　 小笠原　美枝子 おがさわら　みえこ

水野 フラワーヒル狭山 長岡　泰子 ながおか　やすこ

水野 フラワーヒル狭山 後藤　良三 ごとう　りょうぞう

水野 主任児童委員 矢野　京子 やの　きょうこ

水野 主任児童委員 横江　道子 よこえ　みちこ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

堀兼 堀下・中新田 市川　律子 いちかわ　りつこ

堀兼 堀中 天野　洋子 あまの　ひろこ

堀兼 堀上 増田　正博 ますだ　まさひろ

堀兼 堀向 塩﨑　昇 しおざき　のぼる

堀兼 上赤坂・原 松本　泰宏 まつもと　やすひろ

堀兼 青下・シャルマンコーポ狭山 飯嶋　文江 いいじま　ふみえ

堀兼 青新・青中 （欠員）

堀兼 青丸 奥冨　令子 おくとみ　れいこ

堀兼 加佐志 奥冨　幸子 おくとみ　さちこ

堀兼 東三ツ木 入間川　郁朗 いりまがわ　いくろう

堀兼 東三ツ木 國田　節子 こくだ　せつこ

堀兼 東三ツ木 淺野　眞一 あさの　しんいち

堀兼 東三ツ木 小原　広子 おばら　ひろこ

堀兼 東三ツ木 岡部　あけみ おかべ　あけみ

堀兼 東三ツ木 半藤　喜恵子 はんどう　きえこ

堀兼 東三ツ木 髙山　金重 たかやま　かねしげ

堀兼 西武団地 （欠員）

堀兼 新狭山ハイツ 坂口　嘉弘 さかぐち　よしひろ

堀兼 新狭山ハイツ 平澤津　博子 ひらさわつ　ひろこ

堀兼 新狭山ハイツ 賀島　都代子 かしま　とよこ

堀兼 つつじ苑 （欠員）

堀兼 主任児童委員 片野　衣世 かたの　きぬよ

堀兼 主任児童委員 （欠員）
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

奥富 東部 手塚　仁一郎 てづか　じんいちろう

奥富 東部 根岸　浩代 ねぎし　ひろよ

奥富 東部 大野　博文 おおの　ひろふみ

奥富 中部 松本　小末 まつもと　こずえ

奥富 西部 堀越　一枝 ほりこし　かずえ

奥富 西方 松井　晴太郎 まつい　はるたろう

奥富 小袋・吹上 細田　健司 ほそだ　けんじ

奥富 前田・柏井 朝倉　さち子 あさくら　さちこ

奥富 大芦 渡邉　寬子 わたなべ　ひろこ

奥富 主任児童委員 田中　美加 たなか　みか　

奥富 主任児童委員 大西　泰子 おおにし　やすこ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

柏原 第一区 谷口　美智子 たにぐち　みちこ

柏原 第二区 増茂　ケイ子 ますも　けいこ

柏原 第三区 新　里子 あたらし　さとこ

柏原 第四区 渡邉　スミ子 わたなべ　すみこ

柏原 第五区 （欠員）

柏原 第六区 半貫　恭平 はんぬき　きょうへい

柏原 第六区 井手　カズ子 いで　かずこ

柏原 第六区 青栁　より子 あおやぎ　よりこ

柏原 第七区 齋藤　久恵 さいとう　ひさえ

柏原 第七区 木下　昇 きのした　のぼる

柏原 第七区 熊谷　光子 くまがい　みつこ

柏原 第八区 田村　達惠 たむら　たつえ

柏原 第八区 鈴木　きぬ代 すずき　きぬよ

柏原 第八区 渡井　良三 わたい　りょうぞう

柏原 第八区 西宮　努 にしみや　つとむ

柏原 第八区 佐藤　みどり さとう　みどり

柏原 第八区 菊地　里香 きくち　りか

柏原 主任児童委員 平野　小百合 ひらの　さゆり

柏原 主任児童委員 有村　純子 ありむら　じゅんこ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

水富 第一区 柴田　恵 しばた　めぐみ

水富 宮地 大和田　靜惠 おおわだ　しずえ

水富 第二区 立川　康雄 たちかわ　やすお

水富 第二区 古谷　広明 ふるたに　ひろあき

水富 根山 山田　孝 やまだ　たかし

水富 根山 齋藤　良保 さいとう　よしやす

水富 霞町・奥州道 田口　茂 たぐち　しげる

水富 第三区・下広瀬団地 束原　恭子 つかはら　きょうこ

水富 第四区 （欠員）

水富 第四区 （欠員）

水富 第五区 今坂　優代 いまさか　まさよ

水富 第五区 平野　久男 ひらの　ひさお

水富 金井・笹井団地 山路　茜 やまじ　あかね

水富 金井 多田　綾 ただ　あや

水富 金井 永沼　良郎 ながぬま　よしろう

水富 第六区 澁谷　ヒサ子 しぶや　ひさこ

水富 第七区 河村　幸治 かわむら　こうじ

水富 第八区 松本　豊 まつもと　ゆたか

水富 第八区 新垣　眞喜子 しんがき　まきこ

水富 第八区 大橋　康雄 おおはし　やすお

水富 日生さやま台 先川　直子 さきかわ　なおこ

水富 日生さやま台 島﨑　道子 しまざき　みちこ

水富 第十区 （欠員）

水富 グリーンハイツ 山口　三千代 やまぐち　みちよ

水富 つつじ野 北迫　えり子 きたざこ　えりこ

水富 つつじ野 竹越　良治 たけこし　りょうじ

水富 つつじ野 関口　稔 せきぐち　みのる

水富 下仲居 日吉　一博 ひよし　かずひろ

水富 主任児童委員 飯島　栄 いいじま　さかえ

水富 主任児童委員 坂本　三津江 さかもと　みつえ
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

新狭山 新狭山二丁目 川原　啓志 かわはら　けいし

新狭山 新狭山二丁目 （欠員）

新狭山 新狭山二丁目 村﨑　茂 むらさき　しげる

新狭山 新狭山二丁目 野田　武 のだ　たけし

新狭山 新狭山二丁目 （欠員）

新狭山 新狭山二丁目 （欠員）

新狭山 新狭山三丁目 堂坂　正江 どうざか　まさえ

新狭山 新狭山三丁目 葛原　源成 くずはら　もとなり

新狭山 主任児童委員 （欠員）

新狭山 主任児童委員 （欠員）
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民生委員・児童委員名簿

地区 担当地区 氏名 ふりがな
[令和5年1月1日現在]

狭山台 狭山台一丁目 橋本　光 はしもと　あきら

狭山台 狭山台一丁目 寺井　久美子 てらい　くみこ

狭山台 狭山台一丁目 小島　幸子 こじま　さちこ

狭山台 狭山台二丁目 内藤　英子 ないとう　ひでこ

狭山台 狭山台二丁目 小谷野　由江 こやの　よしえ

狭山台 狭山台四丁目西 大石　彰持 おおいし　しょうじ

狭山台 狭山台四丁目西 小林　京子 こばやし　きょうこ

狭山台 狭山台四丁目東 宅明　千歳 たくみょう　ちとせ

狭山台 狭山台四丁目東 弘松　曉子 ひろまつ　あきこ

狭山台 狭山台第二住宅 （欠員）

狭山台 西武狭山台ハイツ 小原　貴美榮 おばら　きみえ

狭山台 西武狭山台ハイツ 矢野　恭子 やの　きょうこ

狭山台 狭山台中央 篠塚　範子 しのづか　のりこ

狭山台 狭山台中央 奥　康男 おく　やすお

狭山台 狭山台団地 山本　千里 やまもと　ちさと

狭山台 狭山台団地 小野　澄子 おの　すみこ

狭山台 狭山台団地 本多　哲 ほんだ　あきら

狭山台 狭山台団地 田村　伸子 たむら　のぶこ

狭山台 狭山台団地 （欠員）

狭山台 狭山台団地二街区 北原　雅子 きたはら　まさこ

狭山台 狭山台団地二街区 水澤　博史 みずさわ　ひろし

狭山台 狭山台団地二街区 池上　静江 いけがみ　しずえ

狭山台 主任児童委員 八瀬邉　裕子 やせべ　ゆうこ

狭山台 主任児童委員 多治見　まみ たじみ　まみ
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