
◆立石地区
髙野 佳子 立石1丁目
伊藤 実 立石3丁目
小澤 敏行 立石3丁目
佐藤 政代 立石3丁目
渡邉 営子 立石4丁目
伊藤みどり 立石6丁目
小林 正和 立石6丁目
元山 納子 立石7丁目
大久保專助 立石8丁目
小林 永二 立石8丁目
脇坂 節子 立石8丁目
◆東立石地区
風間 勇 東立石2丁目
塩谷 幸枝 東立石4丁目
成松 一代 東立石4丁目
清原 雄一 東立石4丁目
柴田 佳宏 東四つ木2丁目
◆東四つ木地区
増田 勝男 東四つ木3丁目
青井万里子 東四つ木3丁目
篠原 孝枝 東四つ木3丁目
佐藤 正德 東四つ木4丁目
清水 敬治 東四つ木4丁目
澤 賢一 東四つ木4丁目
増山美貴子 東四つ木4丁目
◆四つ木地区
藤井 桂子 宝町2丁目
秋間 恵子 宝町2丁目
傳田加津子 宝町2丁目
五十嵐美鈴 宝町2丁目
二階堂伸一 四つ木1丁目
金子 芳男 四つ木1丁目
後藤 俊 四つ木2丁目
越智 忠顯 四つ木3丁目
清水トミ子 四つ木5丁目

髙屋千惠子 四つ木5丁目
◆堀切地区
細矢 淑子 宝町2丁目
山口 一信 堀切1丁目
田 和子 堀切2丁目

高橋 朝美 堀切2丁目
大沼美奈子 堀切2丁目
小髙 幸惠 堀切2丁目
殿岡 和子 堀切3丁目
黒川 幹雄 堀切4丁目
榎本たま子 堀切4丁目
◆南綾瀬地区
大塚 昇 小菅1丁目
澁田 欣照 小菅3丁目
大庫 冨江 小菅3丁目
岩井 清美 西亀有2丁目
篠原伊十二 西亀有2丁目
齋藤 一嘉 堀切5丁目
大串美栄子 堀切6丁目
重田 重雄 堀切7丁目
松本すみ子 堀切8丁目
◆お花茶屋地区
星合 敏子 お花茶屋1丁目
石毛 俊子 お花茶屋3丁目
森 薫 お花茶屋3丁目
平山 邦夫 お花茶屋3丁目
坂巻 康子 白鳥2丁目
平野 勝好 白鳥2丁目
五十嵐愛子 白鳥3丁目
大森 江 東堀切1丁目
金生谷貞雄 東堀切2丁目
◆亀有地区
磯貝五十鈴 亀有1丁目
岩間 勇 亀有1丁目
花谷 和治 亀有2丁目
甲嶋多賀子 亀有2丁目

齋藤 宣夫 亀有2丁目
緒方 俊夫 亀有5丁目
大島 滋雄 亀有5丁目
小松芙美子 西亀有3丁目
◆青戸地区
中村美佐子 青戸2丁目
大久保榮子 青戸3丁目
後藤 義子 青戸4丁目
上原 鈴枝 青戸5丁目
大山 三郎 青戸7丁目
千野 裕子 白鳥4丁目
◆新小岩北地区
村田 等 西新小岩3丁目
北畠 雅美 西新小岩3丁目
佐藤 喜一 西新小岩4丁目
山ハルミ 西新小岩4丁目
廣瀬 公雄 西新小岩5丁目
鳥山 春 西新小岩5丁目
平井 通友 東新小岩1丁目
佐 祐治 東新小岩5丁目
佐藤 宗雄 東新小岩5丁目
倉持 文子 東新小岩7丁目
赤羽根ユキ子 東新小岩7丁目
河角 健二 東新小岩7丁目
小黒 軍治 東新小岩8丁目
生方 博明 東新小岩8丁目
◆新小岩地区
鳴尾 英雄 新小岩1丁目
瀬尾 誠 新小岩1丁目
高田 優子 新小岩2丁目
笹川知 子 新小岩3丁目
三田 正義 新小岩4丁目
鈴木喜代美 西新小岩1丁目
四戸 一世 西新小岩2丁目
◆奥戸地区
山下 克己 奥戸1丁目
宮越 孝 奥戸2丁目
清水 孝祐 奥戸5丁目

三浦 敏夫 奥戸6丁目
岡崎 俊子 奥戸8丁目
◆高砂地区
蒔田 實 鎌倉1丁目
池森 實 鎌倉1丁目
濱口 和夫 鎌倉2丁目
奥嶋 真弓 鎌倉4丁目
阪本千津子 高砂1丁目
石川 正隆 高砂1丁目
小嶋 美行 高砂1丁目
上田 博 高砂3丁目
加藤 功 高砂4丁目
渡邉ひとみ 高砂5丁目
隨原 正美 高砂5丁目
月村 リカ 細田1丁目
岩堀 茶子 細田3丁目
廣田千惠子 細田4丁目
白井 榮子 細田5丁目
◆柴又地区
矢作 重久 柴又1丁目
佐々木重子 柴又2丁目
山﨑登志枝 柴又2丁目
服部 主宣 柴又4丁目
戸室 トシ 柴又7丁目
富田美和子 柴又7丁目
皆川 英雄 高砂6丁目
染谷 芳江 高砂7丁目
大里 純弘 高砂8丁目
木村 晴子 高砂8丁目
島 伊津子 高砂8丁目
◆新宿地区
松本惠三郎 金町4丁目
鈴木 澄江 新宿2丁目
益田 正和 新宿2丁目
鈴木 勝司 新宿4丁目
佐藤 守令 新宿5丁目
◆金町地区
富井 幸夫 金町2丁目

田中健一郎 金町2丁目
柴田 定雄 金町2丁目
宇田川泰弘 金町3丁目
佐藤 精武 金町3丁目
立澤 一晃 金町4丁目
武藤 正博 金町6丁目
髙橋 勉 東金町1丁目
髙橋 利之 東金町2丁目
橋本 義武 東金町3丁目
長谷 文子 東金町4丁目
谷口 敏子 東金町6丁目
◆東金町地区
山田 卓夫 東金町4丁目
小林 和博 東金町4丁目
髙子 富男 東金町5丁目
赤川 芳晴 東金町6丁目
赤川美智子 東金町6丁目
砂金 宏右 東金町7丁目
山田 男 東金町8丁目
◆水元地区
西坂 耕一 東水元1丁目
小倉さち子 東水元3丁目
矢作 善道 東水元4丁目
國井 正弘 東水元5丁目
宮地 進 東水元6丁目
遠藤 正生 水元3丁目
岩瀨 實 南水元3丁目
大熊 晃 南水元3丁目
◆西水元地区
五十嵐香奈子 西水元1丁目
野口 昭司 西水元3丁目
服部 子 西水元3丁目
橋本喜重子 水元2丁目
大野 雅申 水元2丁目
鈴木 早苗 南水元1丁目
古舘 和明 南水元2丁目

身近な話題についての話し合いを通じて、政治や選挙への
関心を地域で深めていく活動をしている165人の明るい選
挙推進委員の方々です（敬称略）。
【担当課】 選挙管理委員会事務局 �03‐5654‐8495

産前産後期間は国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者（日本在住の20歳以上60歳未満の自営業、
農業、学生、無職の方など）が出産する際、出産予定月または出産
月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます（多胎妊娠
の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間）。
なお、出産とは妊娠85日（4カ月）以上の出産をいいます（死産、流
産、早産などを含む）。
産前産後の免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金
の受給額に反映されます。
【対象】
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
【申請受付日】 出産予定日の6カ月前から
【手続きに必要な物】

▼母子健康手帳 ▼印鑑

▼基礎年金番号または個人番号（マイナンバー）が分かる物
【申請・問い合わせ】
葛飾年金事務所（立石3‐7‐3） �03‐3695‐2181
【申請・担当課】
国保年金課（区役所3階315番） �03‐5654‐8214

【担当課】 環境課 �03‐5654‐8236

光化学スモッグとは、自動車や工場の排出ガスに含まれてい
る窒素酸化物や揮発性有機化合物が、太陽の紫外線を受けて化
学反応を起こした際に発生する光化学オキシダントの濃度が高
くなることで、周囲の見通しが悪くなる現象を言います。10月
ごろまでの日差しが強く風の弱い日には、光化学スモッグが発
生しやすくなり、目がチカチカする、喉が痛むなどの症状が出
る場合があります。
光化学スモッグ注意報などが発令されたときは、外出や屋外

での運動を控えてください。

症状が出たと感じたら、連絡してください

▼月～金曜日（祝日を除く）／午前8時30分～午後5時
保健予防課 �03‐3602‐1238

▼上記以外の時間帯（24時間受け付け）
東京都保健医療情報センター �03‐5272‐0303

光化学スモッグ情報
東京都大気汚染テレホンサービス �03‐5640‐6880
東京都ホームページ
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/
右のQRコードからもアクセスできます。

東京都の注意報などのメール配信登録
毎年度登録が必要です。登録方法など詳しく

は、東京都ホームページ（http://www.ox.kan
kyo.metro.tokyo.jp/regist.html）をご覧くだ
さい。右のQRコードからもアクセスできます。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

▼政治や選挙、身近な問題について話し合い活動の実施

▼駅前などでの投票参加のキャンペーン活動

▼中学校、高校などで行われる模擬選挙への協力

▼期日前投票所の投票管理者、投票立会人への従事

▼成人式や花火大会などの区内イベントでの啓発活動

明るい選挙を
推進するための
主な啓発活動

警報・重大緊急報が発令されたときには、防災行政無線
でもお知らせします。

光化学スモッグに
ご注意ください

明るい選挙推進委員を紹介します

すぐ行く！よく聴く！よい対応！
皆さんからの相談に迅速に対応します。
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時

すぐやる課
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