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▼大宮地区民生委員児童委員協議会

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

冨山　　浩 53-3332
旧栄町（１班～４班、９班～10班、12
班～13班）

阿久津史雄 52-3547 旧栄町（５～８班、11班）

根本　惠子 52-0239
旧南町（１班～７班）、大林グランフ
ォレ

斎藤　昌彦 52-1513 旧南町（８班～16班）、コーポちのね

飛田　松男 52-1417
旧中富（１班～４班、７班、13班、15
班～16班）

山田　　操 52-0694
旧中富（５班～６班、14班、17班）、
旧西町（８班～12班）

會澤　澄美 52-0795 旧抽ｹ台（１班～８班、20班）

圷　　伊美 53-6948 旧抽ｹ台（９班～19班、21班）

佐藤　春美 52-0269 旧上町

冨田　光江 52-0587 旧下町

黒部　靖子 52-0062 旧北一、旧北二、旧寺町

倉田　劼也 52-0633 旧北三

赤塚　泰子 53-0360 旧東富

大賀　克己 53-1817 旧姥賀、旧高渡

須見トシ子 52-2388 旧野中（１班～９班）

中橋　　武 52-2290 旧野中（10班～15班）

根本　益光 53-2140
旧田子内（２班～４班、10班、13班、
15班～21班）

柏　　明美 53-1072
旧田子内（１班、５班～９班、11班～
12班、14班）

安島　菊男 53-3841
東野（仲坪、上合、新谷、上町東、上
町西、森）

横山　　薫 53-1916
東野（蒲沢、第一、下町東、宿、下町
西、水引、泉団地１、梅田）

梶　　文雄 53-6252
東野（原東、前善久、駅前、南善久、
善久、東原、泉団地２、原内、梶住宅、
原西）

宮崎　利貞 52-2194 八田全域

亘　　弘勝 53-2544 若林全域

河野眞一郎 53-1703 上大賀全域

浅川　栄一 53-0180 久慈岡全域

小泉　孝治 52-1397 岩崎全域

石崎三枝子 53-1564
鷹巣（戸の内、那須内、中坪、上坪東、
上坪西１、上坪西２、橋場前、橋場後）

藤田　三男 52-2363
鷹巣（原、田中第１～第２、諏訪下第
１～第４、大坂平前、大坂平後、瑞穂
牧場、原団地１～４、河井台団地、犬追）

後藤　豊一 52-2293 小祝全域

助川延生子 53-0052 辰ノ口全域

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

住谷　幸子 53-0303 塩原全域

沼田　春夫 53-0812 小倉全域

砂川百合子 52-1775 富岡全域

中﨑　孝子 52-2321 下岩瀬全域

小又　好弌 52-3396 上岩瀬全域

大内　節子 52-3294 根本全域

市野沢美智子 53-0809
泉本郷（第１～第３）、泉新道（第10、
第14）小林団地、菊池住宅、エトワー
ル、石川住宅

森田　節子 52-0638
泉新道（第１～第９、第11～第13、第
15）、権現団地、西建住宅、片根住宅、
警察官舎、泉ニュータウン

小泉　　進 52-2380 宇留野台全域

坂本　信子 53-0564 宇留野圷全域

寺門　静江 53-2988 下村田全域

河野　良江 52-3312 上村田全域

笹沼　　功 53-1428
石沢（台、台東原、西浦、西浦東１、
西浦東２、西浦東３、西浦東４、東原、
赤城、ツインズコイズミ）

小橋　正則 52-3609
石沢（引田、圷、額山西、額山東、額
山上、宮の脇、梶内、台北組）

大薗あい子 53-5616
小場（新町第一、新町元、新町親和、
新町中、古宿更生、古宿相互、宮本、
宮下、西城、内宿、城内）

茅根　安子 53-3663
小場（宿道東、宿新生、共和、上町、
富士坂、滝沢、福山、富河原、高峯）

四倉　豊子 53-2704
小野（高ノ倉、宮下、宮内、塙、滝ノ
上、大林）

宇留野弘子 53-2695
小野（中道、原第一、原第二、前山、
雇用促進住宅）

中崎　和枝 53-4125 三美（宿上町、西坪、安戸、沖ノ谷）

小森　勝一 53-2562
三美（清水、中崎西、中崎東、宿下町、
富士、泉沢、宿中町）

大貫　京子 53-4226 西塩子全域

宇留野　誠 53-4562
北塩子（待合、小割、井戸の上、細内、
後坪、北塩子団地、小割団地）

圷　　英明 53-4012
北塩子（下仲郷、上仲郷、下小貝野、
上小貝野、長井）

長岡　　光 52-2378 照田全域、宮の森団地

小泉　忠子 52-1836 大宮中学校学区

茅根　淑子 53-3502 大宮第１中学校学区

冨山　洋子 53-0716 大宮第２中学校学区

児童に関わる相談・支援を専門に担当します。

　「言うことを聞かない我が子につい

手をあげてしまう」、「高齢の両親の介

護に疲れている」、「子どもが家に引き

こもりがちだ」などなど、何かに悩ん

でいるときは、ぜひ、民生委員・児童

委員にご相談ください。

　民生委員・児童委員には、守秘義務

があります。ご相談内容の秘密は守り

ます。また、心配ごとを解決するため

に、福祉の制度など様々な支援サービ

スをご紹介します。　

　なお、必要に応じ、関係団体・機関

や福祉サービスとの調整役を務めます。

　民生委員・児童委員は、「民生委員法」、

「児童福祉法」によって設置された地域

住民を支援するボランティアです。

　すべての「民生委員」は、子どもに

関わる問題を担当する「児童委員」も

兼ねています。　

　任期満了に伴い、民生委員・児童委員が12月１日付けで改選

されました。任期は平成19年11月30日までの３年間です。

お気軽に
ご相談ください

●あなたの心配ごとを解決するお

手伝いをします。

●秘密は守られます。●安心して相談できるボランティ

アです。

※ 主任児童委員

お気軽に
ご相談ください
お気軽に
ご相談ください
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わたしたちのまちの
民生委員・児童委員のみなさんです

（順不同・敬称略）

▼山方地区民生委員児童委員協議会

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

小河原種夫 57-2255
山方（元上町、仲町、下町、市の沢、
上小池三・五、神奉地）

木村　理子 57-2073
山方（上小池一・二・四、下小池、台
の内）

木村　一男 57-6063 山方（和田、大久保、和田高山、東和田）

根本　盛文 57-2549
山方（新上町、新道、舘、根古屋、駒
形平、北皆沢）

猿田トミ子 57-2316 山方（芝、サンコーポラス、南皆沢）

坪井　幸雄 57-3161
野上（小屋場、上町、金田、篠の沢、
上の原、元倉、上の台、向大林）

金子　益枝 57-2293
野上（原前、原下町、原道西、流田、
羽場前・後、羽場新道、滝沢）

相沢　喜一 57-2580
舟生（舟生一・二・三、舟生沢、栄坪、
上長久保、下台）

木村　　詔 57-2067
舟生（沢口、下の坪、岡坪、関沢、舟
生岡）

岡崎　安男 57-6495 西野内全域

会沢　一男 57-6728 諸沢一区、北富田（秋葉、柳の草）

会沢　寿子 57-2361 諸沢二区

菊池まさよ 57-6734 諸沢三区

中島　和子 57-2457 諸沢四区

井上　保行 57-3151
諸沢五区、北富田（田の平、笹山、大
崎、横手）

木村　キヨ 57-9011 盛金（岡平、桧沢口）

三次　文子 57-9259 盛金（盛金宿一・二、平山）

川野辺耕機 57-9469 盛金（高井釣、後野、穴城）

神長　正則 57-9278 家和楽全域

大森　好文 57-9165 久隆全域

益子　克夫 57-3483
長沢全域、長田上区（榎木内、荒屋、
大田和、樅ノ木）

海老根　一 57-2964
照田全域、長田下区（仲内、仲寺田、
寺内、カジヤ、羽出庭）

木村　喜明 57-3677 小貫全域

渡辺　恵子 57-3563 照山全域

菊池　政子 57-2627
山方（一、二区一部、三、四、五区）、
舟生、盛金、久隆、長田、照田、長沢

根本　紀子 57-3961
山方（二区一部）、野上、諸沢、北冨田、
小貫、照山

▼美和地区民生委員児童委員協議会

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

栗田　久子 58-3367 氷之沢（野沢）

相田　守治 58-2512 氷之沢（元沢、表一、表二）

小林　千代 58-3258 下檜沢（下郷、宿三）

小室須美子 58-2559 下檜沢（宿二、宿一、仲桧沢）

平塚　　勇 58-2744 下檜沢（仲郷）

菊池　静夫 58-3089 下檜沢（上郷一、上郷二）

長岡　和代 58-2032 上檜沢（下組）

長岡　　糺 58-2759 上檜沢（中組、上組）

和久　昭之 58-3687 高部（三ツ木、下町、上町）

岡山　壽美 58-2643 高部（東河戸下、東河戸上）

河西　勝壽 58-3580 高部（入桧沢下、入桧沢上）

河野　臣夫 58-3496 高部（仲河戸下、仲河戸上）

桐花　　赳 58-3636 高部（関山、谷熊）

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

小室　久二 58-3441 高部（細草、大貝）

伏見　和子 58-2055 小田野（小田野宿、小田野下）

田沢　和子 58-2540 小田野（小田野中、小田野上）

堀江　昌一 58-2689 鷲子（鷲子下郷、袋木）

阿部　トモ 58-2555 鷲子（鷲子宿、仲島）

大森　　壮 58-2146 鷲子（花輪、田沢、鳥居土）

小室美智子 58-2558 桧沢地区

髙野美智子 58-2676 嶐郷地区

▼緒川地区民生委員児童委員協議会

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

石川　文子 56-2719 那賀全域

三村　憲次 56-3603 下小瀬全域

岸　　民子 56-3650 国長全域

和知　廣文 56-2570 小玉全域

会澤ヤイ子 56-2179 上小瀬（下郷）

小室　絹江 56-2433 上小瀬（宿）

森嶋　正二 56-2366 上小瀬（本郷）

掛札　　昭 56-2589 上小瀬（川西）

関谷　幸代 56-3201 上小瀬（西根）

佐藤　好美 56-2901 大岩全域

内田　マサ 56-2943 小舟（小舟上）

片岡　二己 56-2346 小舟（小舟下）

桑名紀美子 56-3091 油河内全域

佐藤　　茂 56-3184 松之草全域、小瀬沢全域

上久保ハツイ 56-3326 吉丸全域

桑名　　誠 56-3158 入本郷全域

蓮田　富子 56-3140 千田全域

戸澤　　務 56-3843 緒川地区全域

大武　克也 56-2981 緒川地区全域

▼御前山地区民生委員児童委員協議会

氏　　名 連絡先 担　当　地　区

石川　晧一 55-3644 野口（館、内古屋）

青柳　勝典 55-3871 野口平全域

関根　愛子 55-3776
野口（川端、下宿、中宿、上宿、内原、
村営住宅）

石崎　照子 55-3825 門井全域

大森　有子 55-2225 長倉（大倉を除く）

青木　徹也 55-3023
下伊勢畑（光戸、下の下、紺茶、大栗、
細内）

皆川　佳子 55-2496 野口（滝若、津浪、西組）

青山　洋子 55-2782 檜山全域、下伊勢畑（相川）

蓮田　旬子 55-2978
下伊勢畑（和田、古屋、久保、川畑 、
大信、村営住宅）

河野　光助 55-3158 野田全域

小林　幸雄 55-3986 秋田全域

加藤木隆雄 55-3279 中居全域

清水　冷子 55-2654 上伊勢畑全域

板倉てる江 55-2557 金井全域、長倉（大倉のみ）

森戸　一枝 55-2704 御前山地区全域

鈴木てい子 55-3167 御前山地区全域

【問い合わせ先】

福祉課社会福祉係　 52-1111　内線 134･135


