
氏名 電話番号 担当地区

佐藤由紀子 27-3268 上安町二丁目1～11番、上安町三丁目
山口　弘子 23-8655 曙町一丁目、二丁目

未　定 日の出町一丁目、二丁目、こあ
ら一丁目

渡部美惠子 26-3966 主任児童委員
大泉　さゑ 27-3434 主任児童委員

第6民児協（定数21人）松陵・西荒瀬学区

後藤美智子 33-1001 光ケ丘一丁目8～18番（13番を除く）

大渕　信子 33-1877 光ケ丘一丁目2～7、13番、光ケ丘三丁目
齋藤榮實子 33-8984 光ケ丘二丁目1～20番

池田　純子 33-8757 光ケ丘二丁目21～30番、大浜一丁目（1番2、2番16を除く）
今野　　修 33-9826 光ケ丘四丁目1～13、19～21番

小笠原サエ子 33-4162 光ケ丘四丁目14～18、22番、高砂一丁目、松美町

宍戸喜美子 33-6540 光ケ丘五丁目1、2、6～13、18～20番

未　定 光ケ丘五丁目3～5、14～17番、
浜松町

千葉きよせ 33-3509 住吉町1～4、11～20番
志田　郁夫 33-6182 千日町11～22番、住吉町5～10番

田畑　清子 33-7407
北千日町3番5～19号、4、10、11、
13～19番、北千日堂前字松境
（39、40番地を除く）

金内　正子 33-3797 古湊町、高砂四丁目、北浜町
未　定 高砂二丁目、三丁目

小野　　正 34-2419 上市神、下市神、門田
佐藤　良雄 34-5352 宮海1区、2区
池田　藤悦 34-5347 藤塚1区、北畑、重畑

祢津　　幸 34-5031 藤塚2区、3区、元屋敷、尻地、土手添
尾形　裕美 33-9721 豊里の一部、田村、下藤塚、東野

三浦右記子 090-4558-
3449 豊里タウン

加藤　武雄 34-9487 主任児童委員
鹿野　明子 34-2436 主任児童委員

第7民児協（定数15人）浜中・黒森・十坂学区
佐藤　寛子 92-3547 浜中1区、2区、七窪
小林美和子 92-3198 浜中3区、4区、5区
奥山　　悟 92-3148 浜中6区、7区
池田　　悟 92-3699 広岡新田、八重浜
未　定 黒森4～7自治会区
未　定 黒森1～3自治会区

久松　正一 31-1781 坂野辺新田
長谷川和彦 31-2971 十里塚8～14組
髙橋　敏一 31-4855 十里塚1～7組
伊藤　春治 31-3036 飯森山一～三丁目、錦町三丁目
宮崎　重松 31-1584 錦町一丁目、京田一丁目
柴田　ふみ 31-2335 錦町二丁目、四丁目
早坂　信子 31-1330 錦町五丁目
西川　まり 31-1386 主任児童委員
未　定 主任児童委員

第8民児協（定数14人）宮野浦学区
白畑　和美 31-5485 宮野浦一丁目
阿部　　功 31-3193 宮野浦二丁目
未　定 宮野浦三丁目
高橋　俊昭 31-1817 若宮町一丁目1～18番
未　定 若宮町一丁目19～30番

志釜由紀子 31-1141 若宮町二丁目1～10番、県営アパート1～3号
武田　昭藏 31-5662 若宮町二丁目11～29番

高橋　陽一 31-0979 若宮町二丁目30～39番、県営アパート4、5号
未　定 緑ケ丘一丁目

守山　定利 31-1176 緑ケ丘二丁目

氏名 電話番号 担当地区
未　定 高見台一丁目
未　定 高見台二丁目
沖　　幸恵 31-0631 主任児童委員
未　定 主任児童委員

第9民児協（定数13人）新堀・広野学区
後藤　　徹 93-2328 新堀
石井喜代男 93-2921 丸沼
齋藤　征夫 93-2409 落野目、新渡
小林　則子 93-2741 局、木川
安藤　幹子 93-2024 門田
熊谷まり子 93-2775 板戸
渡部　とみ 92-2218 大渕、下通
阿部　正廣 92-3329 上通、中通
牧　　一二 92-3976 末広、上中村
佐藤　　廣 92-2732 福岡、興屋、三本柳

菅原　信男 92-2645 奥井、下中村、十五軒、広栄町一～三丁目
澁谷　政信 92-2673 主任児童委員
大場志美子 93-2427 主任児童委員
第10民児協（定数16人）鳥海（上田、本楯）・南遊佐学区

伊藤　秋子 25-2867 吉田、上野曽根（下村）
佐藤　　豊 27-3508 安田
伊藤　隆子 25-2283 鶴田、上野曽根（上村）、吉田新田
工藤　榮子 25-2625 上安田、古川、門屋
齋藤　　博 28-2297 本楯1区、2区
宇野　直之 28-3311 本楯3区、4区
茂木　敏彌 28-2255 城輪、豊原
佐藤やす子 64-3275 刈屋、大豊田
中川　一夫 28-2778 京屋、高田、北吉田、越橋
後藤　義昭 28-2581 庭田、鳥海、中吉田
阿部　善孝 28-3002 宮内1～4区
友野　勝幸 28-3117 六ツ新田、西谷地
齋藤伸二郎 28-2006 千代田（外野、今泉）
大場久美子 28-2787 米島
菅原　温子 27-3600 主任児童委員
土門　幸広 28-2965 主任児童委員
第11民児協（定数14人）平田学区（東平田・中平田・北平田）
遠田　洋一 94-2282 滝野沢、通越、大平、柳沢、深谷
前田　殖子 94-2715 十二ノ木、奥山、登路田
加藤　眞弓 94-2501 北沢、金生沢、矢流川、幸田
髙橋　　仁 94-2055 寺内、北境、境興野、鍋倉
坪池　文悟 94-2743 関、横代
岡田　　誠 24-4770 大槻新田、熊野田、手蔵田
阿部　 子 22-7025 大多新田、萩島、土崎、中野新田

村岡　順子 24-7660 熊手島、大野新田、勝保関、熊興屋
未　定 茨野新田、本川、小牧、小牧新田

髙橋　郁夫 25-2833 漆曽根、上興野

松田　保勝 25-2780 新青渡、布目、久保田、曽根田、古青渡、円能寺
松澤　伸治 27-3548 牧曽根、中野曽根
大畑英智子 27-3119 主任児童委員
髙橋千惠子 24-4798 主任児童委員

八幡民児協（定数27人）一條・八幡学区
青木　郁子 64-2996 市条1区、2区
丸藤　明敏 64-2961 市条3区、法連寺
池田　　香 64-4334 荒瀬
池田　権一 64-3960 大島田
大瀧　善嗣 64-2715 前川、岡島田
丸藤　弘勝 64-2743 平沢、寺田、小平
堀　ひろ子 64-2676 常禅寺、前山
小野寺由一 64-4085 山根
兵藤満喜子 64-3012 荒町1区、2区
堀　　優子 64-3520 観音寺1区
池田　　均 64-2129 観音寺2区
池田てつ子 64-4725 栄町

氏名 電話番号 担当地区
佐藤　榮子 64-2228 小泉1区、2区（下小泉除く）
後藤美惠子 64-3750 下小泉、大久保、塚渕
加藤　啓一 64-2761 芹田、北仁田
後藤あつ子 64-3654 山添、大平沢、後ロ山
池田　　郁 64-2223 脇、双葉、ニタ子、若神子
池田　絹代 64-4321 曙、三保六、内郷
相蘇　隆治 64-4126 南ノ前田、青沢
石川　和雄 64-2568 福山、橋本
御舩　尚弥 64-2559 新出、赤剥、泥沢
髙橋眞知子 64-4427 升田1区、大台野
村上　　薫 64-4645 升田2区、3区
小松　茂松 64-4732 上草津、下草津、湯ノ台
齊藤　俊一 64-3878 上黒川、下黒川
佐藤　貴夫 64-2323 主任児童委員
池田みつ子 64-4611 主任児童委員
松山民児協（定数24人）地見興屋・松山・内郷学区
鈴木　富雄 62-2510 柏谷沢、荒興野、成沢
志田　節子 62-2562 上大川渡、下大川渡
平向　邦夫 43-1442 地見興屋、下新田
齋藤　　勝 62-3795 臼ケ沢、大沼新田
石﨑　　稔 62-2963 川先、横町
難波きみ子 62-2993 中ノ丁、仲町（山寺）
齋藤　吉男 62-2354 上荒町、下荒町
犬塚　由美 62-3017 南新屋敷、元新屋敷
佐藤ひで子 62-3798 南町、仲町
齋藤るみ子 62-2840 内町
日野とし子 62-3132 新屋敷、北町
三浦　由美 62-3111 荒町
五十嵐　秀 62-2535 本町
難波　文雄 62-3680 肴町
佐藤　和子 62-2162 新町、上竹田
冨樫　朋子 62-2195 片町南、片町北
後藤　正治 62-3616 土渕、上茗ケ沢、上餅山
佐藤　町子 62-3367 上北目、中北目
佐藤　正志 62-3548 小見、石名坂
佐藤裕喜子 62-3279 下餅山、下茗ケ沢、引地
荘司　　邦 62-3118 中竹田、下竹田
遠藤　京子 62-3658 中牧田、相沢
小松　　睦 62-2823 主任児童委員
小田万里子 62-2845 主任児童委員

平田民児協（定数24名）田沢・南平田学区
工藤　清雄 54-2849 小林、西坂本
阿部　久美 54-2598 山元
石井　正春 54-2894 田沢新田
石黒きよう 54-2785 楯山
未　定 小女房、南田沢

石井みき子 54-2270 元田沢
佐藤由紀子 54-2127 円能寺、沖、進藤
樋渡　和男 54-2553 中里、笹山、備畑
髙橋二三子 54-2239 海ケ沢、鹿島、丸山
石川　千恵 54-2407 道屋敷、吉ケ沢
阿部　重敏 54-2732 本宮
髙橋　勝義 54-2923 中村、円道
小林　　悟 54-2360 山谷、山谷新田、新山
今井　宣幸 52-3618 楢橋
佐藤　　武 52-2356 山楯、中野目
堀　喜巳夫 52-2667 郡山、桜林、桜林興野、石橋
伊藤　理智 52-2192 天神堂、泉興野、堀野内、三之宮
長谷部　律 52-3044 飛鳥の一部
土田せつ子 52-3025 飛鳥の一部
池田　知子 52-3194 砂越の一部
石川　　完 52-2576 砂越の一部
佐藤しずえ 52-2207 砂越緑町
齋藤　惠子 54-2252 主任児童委員
伊藤　滋子 52-2481 主任児童委員
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あなたの地域の相談相手
民生委員・児童委員を紹介します

●お問い合わせ／市福祉課地域福祉係�☎２６-５７３１

　地域福祉のために活動している民生委員・児童委員が12月1日に改選され、次の方が厚生労働大臣から委嘱されまし
た（任期は12月1日～平成28年11月30日）。
　民生委員・児童委員は、市内14区域に民生委員・児童委員協議会を設け、援助を必要する方、高齢者、心身に障がい
のある方、福祉の相談や介護保険など、日常生活のさまざまな問題について相談や助言を行っています。あなたの地区
担当の民生委員・児童委員に気軽に相談してください。
◆民生委員・児童委員および主任児童委員が未定の地区は、委嘱され次第お知らせします。
氏名 電話番号 担当地区

第1民児協（定数16人）琢成学区
石川　明美 26-3987 日吉町一丁目

小淵みさ子 24-8154
日吉町二丁目、船場町一丁目1
番22～32号、6番1～4号、17～26
号、7番1～3号、23～46号、10番1
～4号、34～38号、11番20～27号

原田　道子 22-1983 南新町一丁目

表山　裕子 24-2283 南新町二丁目、北新町二丁目6～12番、大浜一丁目1番2、2番16号

髙橋　恒子 22-9463 北新町一丁目、北新町二丁目1～5番
森谷　隆子 24-9727 北今町
本間　和恭 22-7329 北里町
佐藤　紀子 26-1258 南千日町
鶴田　裕子 24-8220 栄町
佐藤るり子 24-7686 御成町
堀井　俊子 26-7531 寿町

中野　悦子 22-0036 中央東町、中央西町、相生町二丁目4、5番

原規久子 22-3075

中町一丁目1番1～8号、10～23
号、2番、3番7～10号、28～33
号、中町二丁目（5番10～27号、
6番9～29号を除く）、中町三丁
目（6番、7番9～18号を除く）

佐藤　洋一 23-7220

船場町二丁目1番31号、3番1～
25、50号、中町二丁目6番9～
29号、中町三丁目6番、7番9～
18号、本町三丁目6番1～4号、6
番21（西側）～40号、7番12～
28号、8番10～24号、9番、10番、
11番1～24号、11番27～40号

橘　多佳子 22-5776 主任児童委員
未　定 主任児童委員

第2民児協（定数29人）浜田・若浜学区

本間　　武 22-3678 相生町一丁目4～7番、二丁目（4番、5番を除く）
本間　敏子 22-7192 幸町一丁目

佐藤　凉子 22-9560 相生町一丁目1～3番、幸町二丁目
萬年　裕子 24-1565 浜田一丁目
池田　　明 23-6558 浜田二丁目
伊藤みどり 24-6989 新井田町
未　定 一番町、二番町

杉山みさ子 24-7727
中町一丁目1番9、3番14～27号、
4～14番、中町二丁目5番10～
27号

本間　捷子 22-4237 上本町

加藤　武司 22-7396 本町一丁目、二丁目、三丁目1番1、3～31号
安彦　征子 24-5609 旭新町2～12番
是谷富美子 26-0522 旭新町1、13～24番
佐藤　紀子 22-9631 駅東一丁目1、4～13、17、18番

氏名 電話番号 担当地区

三澤　フミ 22-3174
駅東一丁目2、3、14～16番、駅
東二丁目1、2、5、6、13、14、16、
17番

佐藤　　守 23-4314 駅東二丁目3、4、7～12、18番
加藤　　緑 22-3636 東栄町

佐藤　　隆 24-5797 若浜町2～6、18～23番、新橋四丁目1～4番
未　定 若浜町7～17番
未　定 緑町11～20番
未　定 緑町2～10番
未　定 新橋二丁目1～8番
後藤　久司 26-3031 新橋二丁目9～26番
未　定 新橋四丁目5～17番
未　定 新橋五丁目

小野寺祐子 24-2938 東大町一丁目10～17、48番、東町一丁目
今野　峯子 26-3177 東大町一丁目1～9番
阿部　有信 24-0245 こあら二丁目、三丁目
伊藤　智樹 22-9085 主任児童委員
松川てい子 26-3026 主任児童委員

第3民児協（定数23人）港南・亀城・飛島学区

未　定

船場町一丁目1番1～21号、2～
5番、6番5～16号、7番4～22号、
8～9番、10番5～33号、11番1～
19号、船場町二丁目（1番31号、
3番1～25、50号を除く）、本町
三丁目1番2号、2～5番、6番5～
21号（東側）、7番1～11号、29～
34号、8番25～ 49-1号、11番25
～26号、12番

松尾千惠子 24-5444 山居町一丁目
未　定 山居町二丁目
仲條　敏子 22-7573 入船町
兵藤てい子 23-1340 堤町
原田　　勇 22-6161 若竹町一丁目
秋野　功志 24-7370 若竹町二丁目3～6、11～14番

石川　静子 26-2468 若竹町二丁目1、2、7～10、15、16番
未　定 若原町

澁谷　良子 24-8628 亀ケ崎六丁目
伊藤　良子 23-5314 千石町一丁目
矢野　智子 22-1370 千石町二丁目
未　定 末広町
石黒　佳子 23-3884 東中の口町

大内　和子 22-1247 亀ケ崎一丁目（横道町、戸沢町自治会）
小田　和子 26-3443 亀ケ崎二丁目

相場　智子 23-3668
亀ケ崎三丁目の一部、亀ケ崎
四丁目の一部（長袋町、亀三東
自治会）

富樫　文子 24-0263 亀ケ崎三丁目の一部、亀ケ崎四丁目の一部（立町自治会）

氏名 電話番号 担当地区

西村　　武 23-3694 亀ケ崎四丁目の一部、亀ケ崎五丁目の一部（最上町自治会）
冨樫　光子 24-5563 みずほ一丁目
池田　 男 95-2035 飛島
田澤　　薫 23-0966 主任児童委員
未　定 主任児童委員

第4民児協（定数15人）松原学区

未　定 亀ケ崎五丁目6番、7番18～65
号、8～14番

加藤　佐登 24-0107 亀ケ崎七丁目
佐藤美也子 22-9156 両羽町・東両羽町
齋藤　玲子 23-3419 東大町二丁目、大町1～13番

今井　則子 24-6284
東大町三丁目1～6、8、9、10の
一部、26、27、36～44番、東町
二丁目

佐藤キミ子 24-6426 東大町三丁目7、10の一部、22～25、28～35番
石井　　節 26-3053 大町14～19番、みずほ二丁目
上野　博資 26-4582 四ツ興屋、仁助谷地

斎藤　洋子 22-8255 大宮町三丁目（大宮ふれあい自治会）、大宮町四丁目

石井　靖雄 22-8597 遊摺部、字白鳥、大宮町一～三丁目（大宮ふれあい自治会除く）
加藤千代子 23-3795 松原南
千葉　秋雄 24-4567 こがね町一丁目
若杉惠美子 24-8874 こがね町二丁目、あきほ町
黒川　和子 26-2705 主任児童委員
佐藤　弘子 22-1823 主任児童委員

第5民児協（定数22人）泉・富士見学区
冨樫由美子 33-8057 泉町、西野町

丸山　よし 33-7632 千日町1～10番、北千日町1～3番（5～19号除く）

未　定
北千日町5～9、12、20～29番、
北千日堂前字松境39、40番地、
下西割51番地

阿部きえ子 26-4706 東泉町一丁目
木村　孝子 24-6751 東泉町二丁目

板垣　容子 26-2692 東泉町三丁目、東泉町四丁目1～6番
須藤　柳子 24-0373 東泉町四丁目7～16番
未　定 下安町

吉澤　良子 33-3001 ゆたか一丁目、二丁目

来生美香子 24-4517 東泉町五丁目、六丁目、ゆたか三丁目
桐澤須磨子 24-8536 新橋一丁目
眞坂　金吉 26-0848 北新橋一丁目
渡部　昌子 26-7261 北新橋二丁目
佐藤　良子 26-1923 富士見町一丁目
伊藤　和子 23-0816 富士見町二丁目
松本　京子 26-6796 富士見町三丁目

戸塚　笑子 27-3432 上安町一丁目、上安町二丁目13～20番
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