
氏　名 担当区域
平野地区　（33人）

靜　友己枝 佐賀1丁目、佐賀2丁目
欠　　員 永代1丁目
大谷　　誠 永代2丁目1～13番、30～37番
内山惠美子 永代2丁目14～29番
近藤　喜之 福住1丁目1～6番、11～17番
林　　良子 福住1丁目7～9番、福住2丁目
朴澤　武雄 門前仲町1丁目
岡本　峰子 門前仲町2丁目
三島よしえ 深川1丁目
山下　明一 深川2丁目1～11番
向井　眞幸 深川2丁目12～30番
欠　　員 冬木
稲　二三枝 三好1丁目
武内　公子 三好2丁目
山口　賢二 平野1丁目
佐藤　靖子 平野2丁目
岸本　明彦 白河1丁目
嘉山　信幸 白河2丁目
欠　　員 清澄1丁目
山下由美子 清澄2丁目
渡邉　利夫 清澄3丁目
吉田しげり 高橋
青木　博子 常盤1丁目
永田　晴美 常盤2丁目
松本　雄子 森下1丁目
鈴木　　実 森下2丁目1～17番
欠　　員 森下2丁目18～31番
根本満佐江 森下3丁目1～4番、5番（1～17号、28

～32号）、10番（1～9号、21～32号）、
11番、12番

河邊由美子 新大橋1丁目
関　キヱ子 新大橋2丁目
久我　布未 新大橋3丁目
◎主任児童委員
藤井　達生 平野地区全域内野佳代子

東陽地区　（40人）
中村　陽子 富岡1丁目1～7番、19～21番、24～26

番
宮本　敬子 富岡1丁目8～18番、22番、23番
松島　和子 富岡2丁目
田島　和子 木場1丁目、木場6丁目7～13番
土本　一男 木場2丁目1～11番
千葉　晋也 木場2丁目12～21番
森近　眞琴 木場3丁目
金田八重子 木場4丁目、木場5丁目
𠮷川美𠮷子 木場6丁目1～6番、14番、15番
梅香　　薫 東陽1丁目1番、2番、16～20番
横山　朝子 東陽1丁目3～15番
渡邊　幸枝 東陽1丁目21～26番
武田志津子 東陽1丁目27～38番
青木　幸子 東陽1丁目39番
松崎　幸男 東陽2丁目3番（ファミリータウン東

陽）
平岡眞佐子 東陽2丁目1番、2番（シティテラス東

陽町、ナイスグランソレイユ東陽町
を除く）、3番（イトーピア東陽町マ
ンション、ファミリータウン東陽を
除く）、4番、5番

扇橋地区　（38人）
宗像　玲子 三好3丁目
栗原　光一 三好4丁目（イーストコモンズ清澄

白河を除く）
欠　　員 三好4丁目（イーストコモンズ清澄

白河）、白河4丁目（イーストコモン
ズ清澄白河）

欠　　員 白河3丁目1～6番
欠　　員 白河3丁目7～18番
内海　理恵 白河4丁目（イーストコモンズ清澄

白河を除く）
齋藤　尚弘 平野3丁目、平野4丁目
鈴木　茂雄 石島1～10番、13番、14番、17番、18番
加藤　喜子 石島11番、12番、15番、16番、19～24

番
稗田　君江 千田1～15番
宮澤　孝子 千田16～23番
欠　　員 千石1丁目1～8番
欠　　員 千石1丁目9～15番
髙橋　香里 千石2丁目1番、2番、4～6番、9～11番
尾上　　慈 千石3丁目1番
小柳津直子 千石2丁目3番、7番、8番、千石3丁目3

～5番
田島　りえ 扇橋1丁目
田口　賢治 扇橋2丁目
大熊　幸子 扇橋3丁目1～11番、14番、15番
菊地　常美 扇橋3丁目12番、13番、16～23番
栗原　善一 海辺
山口　孝博 森下3丁目5番（18～27号）、6～9番
冨田　和夫 森下3丁目10番（10～20号）、13～15

番
田中　眞一 森下3丁目16～20番
塩見　久恵 森下4丁目1～14番
中島　正幸 森下4丁目15～25番
山屋三枝子 森下5丁目
田村　陽子 猿江1丁目1～10番
秋山惠美子 猿江1丁目11～23番
長谷川ひさ子 猿江2丁目1～11番
井端由美子 猿江2丁目12～16番
欠　　員 住吉1丁目1～17番、19番（1号を除

く）
平井理惠子 住吉1丁目18番、19番（1号）、毛利1丁

目8番
松川由𠮷子 住吉2丁目1～7番、24～29番
望月眞美子 住吉2丁目8～23番
西村　玲子 毛利1丁目1～7番、9～21番、毛利2丁

目
◎主任児童委員
水口　　健 扇橋地区全域大野　浩一

氏　名 担当区域
大平　久子 東陽2丁目2番（シティテラス東陽町、

ナイスグランソレイユ東陽町）、3番
（イトーピア東陽町マンション）

堀川　昌裕 東陽3丁目1～14番
伊藤美穗子 東陽3丁目15～21番、22番（都住を除

く）、23～28番
関　　秀昭 東陽3丁目22番（都住のみ）
山口　昌美 東陽4丁目1番、2番、4～6番
渡辺　和則 東陽4丁目7番（17号）、12番（20号）
庄井　　勤 東陽4丁目3番、7番（17号を除く）、8

～11番、12番（20号を除く）
松島　通代 東陽5丁目1～12番
木藤　静子 東陽5丁目13～22番、24番、25番
桒子　隆秀 東陽5丁目23番、26～32番
早坂　治子 東陽6丁目、東陽7丁目
舩橋　裕子 牡丹1丁目、越中島1丁目2番
岸野　雅子 牡丹2丁目
原澤　直美 牡丹3丁目1～15番
岩﨑友香里 牡丹3丁目16～33番
欠　　員 古石場1丁目
櫻井　淳子 古石場2丁目1～13番、15～18番
西山　芳子 古石場2丁目14番、古石場3丁目
欠　　員 越中島1丁目1番、3番
欠　　員 越中島2丁目
山本　綾子 越中島3丁目1～4番、6番（福山運送

社宅）
小林登志子 越中島3丁目5番、6番（福山運送社宅

を除く）、7番
◎主任児童委員
武田　幸子 東陽地区全域安藤めみ子

北砂地区　（45人）
欠　　員 北砂1丁目1番（都住1～8号棟）
佐々木廣美 北砂1丁目（1番、3番、18番の都住を

除く）

亀戸地区　（39人）
徳永　美和 亀戸1丁目2～4番、5番（1号、7号、23

～25号）、12～15番、18番、19番
桑原　寿子 亀戸1丁目5番（11～15号）、6～11番、

20～22番、38番、39番
永田美枝子 亀戸1丁目1番、16番、17番、23～37番
梅田　珠子 亀戸1丁目40～43番
小林多恵子 亀戸2丁目1～5番、11～33番

豊洲地区　（56人）
鮎澤知枝子 塩浜1丁目1番、2番
雨宮　幸子 塩浜1丁目3番、4番
欠　　員 塩浜1丁目5番、6番
欠　　員 塩浜2丁目1～5番
上野　博文 塩浜2丁目6～9番
欠　　員 塩浜2丁目10番
板垣みさを 塩浜2丁目11～13番
馬締　直美 塩浜2丁目14～18番
欠　　員 塩浜2丁目19～29番
欠　　員 枝川1丁目5番
欠　　員 枝川1丁目1～4番、6～9番
須藤　智子 枝川1丁目10～15番
島田由美子 枝川2丁目
欠　　員 枝川3丁目
福士　峰子 潮見1丁目
井川　明彦 潮見2丁目
欠　　員 豊洲1丁目1番、2番
欠　　員 豊洲1丁目3番
欠　　員 豊洲2丁目
欠　　員 豊洲3丁目1～5番
名古屋恵美子 豊洲3丁目6番、7番
田島ヒロ子 豊洲4丁目1～4番
欠　　員 豊洲4丁目5番（7号棟、11号棟、12号

棟）、6～8番
蓮見加代美 豊洲4丁目5番（4号棟、5号棟、8号棟）
森　　孝江 豊洲4丁目5番（6号棟）、10番（6号、18号）
欠　　員 豊洲4丁目9番
大久保美智子 豊洲4丁目10番（6号、18号を除く）
大木　明子 豊洲4丁目11番
神吉　徹二 豊洲5丁目1～4番
田口　栄子 豊洲5丁目5番、6番、豊洲6丁目
欠　　員 東雲1丁目1～6番、7番（都住1号棟、8

号棟を除く）
髙橋　藤枝 東雲1丁目7番（都住1号棟、8号棟）、8

番（都住2～5号棟を除く）、9番（1～
10号）、10番

吉田　京子 東雲1丁目8番（都住2～5号棟）
欠　　員 東雲1丁目9番（11～22号）
欠　　員 東雲1丁目9番（31号、32号）
森　　幸子 東雲1丁目9番（41号、42号）
欠　　員 東雲1丁目9番（43～51号）
欠　　員 東雲2丁目1～3番、4番（公社1号棟、2

号棟、都住3号棟を除く）、5番、6番、7
番（トミンタワー、都住を除く）、8～
14番

欠　　員 東雲2丁目7番（トミンタワー、都住）
欠　　員 東雲2丁目4番（公社1号棟、2号棟、都

住3号棟）
増田みどり 有明1丁目1～3番、有明2丁目1番
上坂　孝子 有明1丁目（1～3番を除く）、有明2丁

目（1番を除く）、有明3丁目、有明4丁
目、青海、海の森

桑原　正子 辰巳1丁目1番、2番（都住2号棟）
髙畑　和子 辰巳1丁目2番（都住9号棟）、3番（都

住5号棟、6号棟、16号棟、17号棟）
佐藤香代子 辰巳1丁目3番（都住18～22号棟）、8

番（都住23～33号棟）
欠　　員 辰巳1丁目4番、7番
欠　　員 辰巳1丁目5番
欠　　員 辰巳1丁目6番
欠　　員 辰巳1丁目8番（都住34～46号棟）、9

番（都住47～49号棟）
欠　　員 辰巳1丁目9番（都住50～63号棟）
福地　悦子 辰巳1丁目10番（都住64～77号棟）
欠　　員 辰巳1丁目10番（都住78～90号棟）、

11番、12番
欠　　員 辰巳2丁目、辰巳3丁目
◎主任児童委員
廣瀨　和枝

豊洲地区全域小野かおり
大矢　雪乃

氏　名 担当区域
伊藤𠮷美江 亀戸2丁目6番（UR1～4号棟）
松本さち江 亀戸2丁目6番（UR5～8号棟）
中川ゆう子 亀戸2丁目6番（UR9号棟、30号、35

号）
渡邉　壽雄 亀戸2丁目7～10番、34～45番
井上由𠮷子 亀戸3丁目1～10番
白岩　佳恵 亀戸3丁目11～26番
内田　節子 亀戸3丁目27～39番
䑓　　純一 亀戸3丁目40～46番
香取　正子 亀戸3丁目47～49番、58～61番
川村　雅彦 亀戸3丁目50～57番、62番
水出　啓子 亀戸4丁目11～18番、53～56番
滝澤美佐子 亀戸4丁目19～35番
南川　裕子 亀戸4丁目36～52番
雅樂　法子 亀戸5丁目23～32番
宮　　諒子 亀戸5丁目15～22番
大塚　瑞惠 亀戸5丁目1～14番
澤畑　文子 亀戸5丁目33～46番
柏　　洋子 亀戸6丁目1～30番、58～61番
斉藤美登里 亀戸6丁目32～43番
山林　作治 亀戸6丁目44～57番、62番、63番
渡辺かすみ 亀戸6丁目31番
鴇田　正幸 亀戸7丁目1～8番、42～54番、56番

（都住1号棟、2号棟）
欠　　員 亀戸7丁目9～24番
遠藤　律子 亀戸7丁目25～38番
金子　美子 亀戸7丁目39番、40番、62～68番
新島　千里 亀戸7丁目41番、57～61番
髙橋　智子 亀戸7丁目55番、56番（都住1号棟、2

号棟を除く）
横山　國子 亀戸8丁目1～14番
庭野　優子 亀戸8丁目15～28番
御田村洋子 亀戸9丁目1～17番
髙橋　洋子 亀戸9丁目18番、19番（日商岩井、公

社を除く）、20～32番、33番（公社、都
住を除く）、34～37番

菅野　正勝 亀戸9丁目19番（日商岩井、公社）、33
番（公社、都住）

◎主任児童委員
櫻田　敦子 亀戸地区全域鈴木　敦子

大島地区　（44人）
葛西　早苗 大島1丁目1番、2番
欠　　員 大島1丁目3～18番
佐藤　晃代 大島1丁目19～29番
久島　美孝 大島1丁目30～39番
渡邉　寿子 大島2丁目1番、2番、14～19番
酒井　直子 大島2丁目3～13番
田村　直子 大島2丁目20～25番、37～41番
竹内　祐子 大島2丁目26～36番
菱沼　義夫 大島3丁目1～14番
尾﨑　優子 大島3丁目15～25番、26番（3丁目団

地を除く）
増島　和江 大島3丁目26番（3丁目団地）、27～32

番
堤　　明子 大島4丁目1番（UR1号棟、公社8号棟、

9号棟）
堀川　　綾 大島4丁目1番（UR2号棟、4号棟、5号

棟、7号棟）
欠　　員 大島4丁目1番（UR3号棟）
欠　　員 大島4丁目1番（UR6号棟）、8～11番
欠　　員 大島4丁目1番（UR、公社を除く）、2

～7番、15番
関　　鈴子 大島4丁目12～14番、16～21番
佐藤　　薫 大島5丁目1～14番
喜入美𠮷子 大島5丁目15～18番、28～34番
正門　裕江 大島5丁目19～27番、37番
北澤　雅美 大島5丁目35番、36番、44～49番
本橋　　茂 大島5丁目38～43番、50～53番
欠　　員 大島6丁目1番（UR6号棟）
丸山加代子 大島6丁目1番（UR2号棟）、6～12番
中村　規子 大島6丁目1番（UR1号棟、5号棟）
冨樫まさみ 大島6丁目1番（UR3号棟、4号棟）
上原　玉榮 大島6丁目1番（UR7号棟）、2番、3番、

16番、17番
澁谷　和子 大島6丁目14番、15番
淺野　惠司 大島6丁目18～30番
坂田由美子 大島7丁目1～10番
遠藤　洋子 大島7丁目11～15番、27番、28番
内海　壽之 大島7丁目16～26番
足立　則雄 大島7丁目29～38番
田中美恵子 大島7丁目39～43番
髙橋由美子 大島8丁目1～11番
小本　映子 大島8丁目12～22番
欠　　員 大島8丁目23～33番
鈴木　敦子 大島8丁目34～39番
川角　哲子 大島8丁目40～42番、大島9丁目1～3

番、10番
荻原　和枝 大島9丁目4番、7～9番
菊地美津江 大島9丁目5番、6番
◎主任児童委員
俣野　治康

大島地区全域秦　　昌江
北島　千絵

氏　名 担当区域
石川栄代子 北砂1丁目3番（都住1号棟、2号棟）、

18番（都住1号棟、2号棟）
金山　見学 北砂2丁目
欠　　員 北砂3丁目1～4番
阿久根惠美子 北砂3丁目5番（41号）、北砂5丁目20

番（UR1～3号棟、18号）、21番、22番
岩瀨　泰子 北砂3丁目5番（41号を除く）、12番
佐々木ひづる 北砂3丁目6～11番、13～21番
米澤佐知子 北砂3丁目22～25番、35～38番
柳　美津子 北砂3丁目26～34番
天田　育代 北砂4丁目1～9番
飯田　賢一 北砂4丁目10～18番
鈴木　公子 北砂4丁目19～21番、31～34番
関根　章雄 北砂4丁目22～30番
八巻　末子 北砂4丁目35～41番
野寺　浩子 北砂5丁目1～6番
丸尾　克巳 北砂5丁目7～15番
　美惠子 北砂5丁目16～19番

欠　　員 北砂5丁目20番（UR4号棟、8号棟、9
号棟）

欠　　員 北砂5丁目20番（UR5～7号棟、10号
棟）

名越　富江 北砂6丁目1～8番
小曽根喜代子 北砂6丁目9～15番
土屋　廣子 北砂6丁目16～22番
長井　愛子 北砂6丁目23～27番
染谷　陽子 北砂7丁目1～3番、8番、9番
小久保栄一 北砂7丁目4～7番
星野　節子 東砂1丁目1番、5番（都住を除く）、6

番、東砂3丁目20～28番
高田　明子 東砂1丁目2番、3番（2号）、5番（都住3

号棟）
入江かほる 東砂1丁目3番（2号を除く）、4番、東

砂2丁目13番（都住を除く）、14番、15
番

塚本　智子 東砂2丁目1～3番、4番（都住を除く）、
5番、6番（都住を除く）、7～11番、12
番（都住を除く）、16番、17番

欠　　員 東砂1丁目5番（都住2号棟）、東砂2丁
目13番（都住22号棟）

欠　　員 東砂2丁目4番（都住6～8号棟）、6番
（都住4号棟、5号棟）

欠　　員 東砂2丁目12番（都住1～3号棟）
中嶋　充久 東砂2丁目13番（都住1～7号棟）
欠　　員 東砂2丁目13番（都住8～14号棟）
欠　　員 東砂2丁目13番（都住15～21号棟）
青柳　明美 東砂3丁目1～14番
岡村　正枝 東砂3丁目15～19番、29～31番
山﨑　修子 東砂4丁目1～17番
冨永　　保 東砂4丁目18～24番
近藤ふみ子 東砂5丁目1～10番
諸伏　惠一 東砂5丁目11～21番
◎主任児童委員
川名　美和

北砂地区全域糸久ひさえ
田中　弓子

南砂地区　（35人）
杉岡　秀子 南砂1丁目1番、2番、13～25番
鈴木　広幸 南砂1丁目3～12番
安藤　英子 南砂2丁目1番、2番、23番、35～37番
髙村　直樹 南砂2丁目3番（公社1号棟、5号棟）
濵﨑　研治 南砂2丁目3番（公社2号棟）
間部　良平 南砂2丁目3番（公社3号棟）
内藤　昭生 南砂2丁目3番（公社4号棟、8号棟）、3

番（15号、16号）
倉田　直也 南砂2丁目3番（公社6号棟、7号棟）
田邉　　健 南砂2丁目4～7番、13～22番、新木場

1～4丁目、若洲
天野　幸子 南砂2丁目8～12番、夢の島、新砂1丁

目、新砂2丁目
多田　正子 南砂2丁目24～33番
欠　　員 南砂2丁目34番、南砂4丁目1～3番、5

～7番
欠　　員 南砂3丁目1番、新砂3丁目3番17号
欠　　員 南砂3丁目2番
欠　　員 南砂3丁目3～7番
目黒　淑予 南砂3丁目8～10番、12～14番
宮内眞理子 南砂3丁目11番（都住1～5号棟）
井上千惠子 南砂3丁目11番（都住11～14号棟）
藪　　𠮷子 南砂4丁目4番
糸井美津子 南砂4丁目8～19番
𠮷田　𠮷枝 南砂5丁目1～12番
欠　　員 南砂5丁目13～23番
石井由美枝 南砂5丁目24番（1～9号）
欠　　員 南砂5丁目24番（10～17号）
杉浦　正年 南砂6丁目
石井　千代 南砂7丁目
吉野　　孝 東砂6丁目
欠　　員 東砂7丁目1～10番
鈴木　博子 東砂7丁目11番、12番、14～19番
岩間はる江 東砂7丁目13番
髙原　直子 東砂8丁目1番、2番、8～11番、18番、

19番、24番、25番、新砂3丁目（3番17
号を除く）

朝倉　陽子 東砂8丁目3～7番、20～23番
大野　春子 東砂8丁目12～17番
◎主任児童委員
中村　京子 南砂地区全域田中　弘子

○民生・児童委員名簿（敬称略）

4令和 4年（2022年）12月 1 日
江東区ホームページ　https://www.city.koto.lg.jp
　　　　　　　　　　https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

［冬期の省エネ・節電対策へご協力ください］今冬も、電力需給は依然として厳しい見通しです。区施設では、12／1（木）～3／31（金）の間、省エネ・節電対
策として、室温を19℃程度に調整しています。家庭や職場でも、無理のない範囲でご協力をお願いします※江東区は、2050年までに、区内の温室効果ガ
スの排出を全体としてゼロにする「ゼロカーボンシティ江東区」の実現をめざしています問▢温暖化対策課環境調整係☎3647-6124、℻5617-5737

　12月1日付で江東区の民生・児童委員が改選されました。
　民生・児童委員は、社会福祉に熱意のある方が町会や自治会など
の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱された無償のボランティアで
す。地域の皆さんからの福祉に関する相談（高齢者やこども、生活、
障害に関することなど）を聞き、区役所や関係機関につなぐなどの
必要な支援を行います。
　主任児童委員は家庭問題や虐待など、こどもの
問題を専門に活動しています。活動にあたっては、
常に個人の人格を尊重すること、秘密を守ること
が義務づけられています。
　お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員
についてはお問い合わせください。
問▢ 福祉課福祉管理係☎3647-4318、℻3647-9186

▲ 民生・児童 
委員イメージ
キャラクター 

「ミンジー」


