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●あなたの心配ごとを解決するお手伝いをします
　「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た」、「子どもが家に引
きこもりがちだ」など、何かに悩んでいる時には、ぜ
ひ、ご相談ください。
●秘密は守られます
　民生委員・児童委員には、守秘義務がありますので、ご相談内容の秘密を守ります。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。

●安心して相談できるボランティアです
　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・児童委員が平成25年12月１日付けで改選されました。
平成28年11月30日までの３年間の任期となります。

わたしたちのまちの

▼大宮地区民生委員児童委員協議会
氏　　名 連絡先 担　当　地　区

山﨑恵美子 52-0439 旧栄町（1班～4班､9班、10班､12班、 
13班）

益子　弘子 53-1968 旧栄町（5 ～ 8班､11班）
倉持美智子 53-2217 旧南町（1班～ 7班）
永井　福二 52-3206 旧南町（8班～15班）､コーポちのね
駒田　啓子 52-2709 旧中富（1班～4班､7班､13班､15班、

16班）
鴨志田ふみ子 52-0636 旧中富（5班、6班､14班､17班）､

旧西町（8班～ 12班）
根本　仁子 52-6344 旧抽ケ台（1班～ 8班､20班､23班､ 

24班）
渡辺　則子 53-6662 旧抽ケ台（9班～19班､21班､22班）
鯉渕　浩子 52-1081 旧上町
横山　弘子 53-5529 旧下町
黒部　靖子 52-0062 旧北一､旧北二､旧寺町
堤　　一男 52-1436 旧北三
萩谷　　進 52-0677 旧東富
長山亜紀子 53-5518 旧姥賀､旧高渡
大畑　　章 53-2233 旧野中（1班～ 8班）
野上真里子 52-2527 旧野中（9班～ 15班）
𠮷田　利男 52-1399 旧田子内（2班～ 4班､10班､13班､ 

15班～ 22班）
山下　宣夫 53-0711 旧田 子 内（1班､5班 ～ 9班､11班、

12班､14班）
横山すみい 53-3832 東野（仲坪､上合､新谷､上町東､上

町西､森）
桑原　明美 52-0280 東野（蒲沢､第一､下町東､宿､下町

西､水引､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､原内､梶住宅､原西）
欠員 ― 八田（坪ノ内､高野､唐木田､三蔵､二ツ塚）

増子　正子 53-2395 八田（宮前､堰ノ上､愛宕山､西原､
東前､御陣屋1 ～ 3）

宇野美千代 53-2528 若林（後坪、仲坪東、仲坪西、桜台、 
市営住宅）

篠田　康予 52-4661 若林（前坪、清水、前引田、後引田）
相田はるみ 52-1043 上大賀全域
大森　　猛 53-0185 久慈岡全域
廣木　　保 53-0589 岩崎全域

戸田　栄一 53-2257
鷹巣（原､田中第2､大坂平前､大坂
平後､瑞穂牧場､原団地､河井台団
地､犬追）

大高　義則 53-5388
鷹巣（戸の内､那須内､中坪､田中第1､ 
諏訪下､上坪東､上坪西､橋場前､橋
場後）

（順不同・敬称略）
氏　　名 連絡先 担　当　地　区

廣木　孝一 53-1732 小祝全域
本橋　幸子 53-0205 辰ノ口全域
栗田　初美 53-0306 塩原全域
大越　純子 52-1944 小倉全域
神永三枝子 53-0544 富岡全域
大和田典子 52-3521 下岩瀬全域
黒澤　　博 52-0902 上岩瀬全域
石川　　勇 52-3746 根本全域
野上　正勝 52-3595 泉本郷､泉新道（第1 ～ 4､第12､第

13､第15）､小林団地､警察官舎

伊藤　澄子 53-1088
泉新道（第5 ～ 11､第14）､権現団
地､西建住宅､片根住宅､泉ニュー
タウン､石川住宅

櫻井富美代 53-1502 宇留野台全域
坂本　信子 53-0564 宇留野圷全域
松田　四郎 53-2924 下村田全域
冨山　薫孝 53-5205 上村田全域
齋藤　曉美 52-2196 石沢（台､台タウン､台東原､西浦､西

浦東､東原､赤城､ツインズコイズミ）
生田目勝男 52-0792 石沢（引田､圷､額山西､額山東､額

山上､宮の脇､梶内､台北組）

杉山　洋子 53-1086
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）

猿田　惠陽 53-3685 小場（宿道東､宿新生､共和､上町､
富士坂､滝沢､福山､富河原､高峯）

宇留野はぎ子 53-2753 小野（中道､原第一､原第二､前山､
雇用促進住宅）

宇留野近夫 53-3504 小野（高ノ倉､宮下､宮内､塙､滝ノ上､ 
大林）

清水　文子 53-2582 三美（宿上町､西坪､安戸､沖ノ谷）
中﨑　徳一 54-0808 三美（清水､中崎西､中崎東､宿下町､ 

富士､泉沢､宿中町、新富士、開拓の森）
大貫　弘子 53-4224 西塩子全域
菊池　陽子 53-3548 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　佐代子 53-4025 北塩子（下仲郷､上仲郷､下小貝野､

上小貝野､長井）
桐原富貴子 53-7715 照田全域､北塩子（宮の森団地）
梶山　悦子 53-2036 大宮中学校学区（大宮・大宮西小

学校学区）
髙安　英子 53-4959 第一中学校学区（大賀・大宮北小

学校学区）
小野きよみ 52-2799 第二中学校学区（村田・上野小学

校学区）

民生委員 ・ 児童委員の皆さん
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氏　　名 連絡先 担　当　地　区
河覀　勝壽 58-3580 高部（入檜沢下、入檜沢上）
河野　正明 58-3553 高部（仲河戸下、仲河戸上）
石川喜久江 58-2299 小田野（小田野宿､小田野下郷）
田沢　誠一 58-2795 小田野（小田野中郷､小田野上郷）
堀江みな子 58-2694 鷲子（鷲子下郷､袋木）
小寺　松治 58-2429 鷲子（鷲子宿､仲島）
薄井　光男 58-2410 鷲子（花輪､田沢､鳥居土）
小室美智子 58-2558 美和地域全域滝　　正大 58-2392

▼緒川地区民生委員児童委員協議会
氏　　名 連絡先 担　当　地　区

田中　陽子 56-2036 那賀全域
三村喜久男 56-2565 下小瀬全域、小玉全域
圷　千枝子 56-2843 国長全域
小室　節子 56-2098 上小瀬（下郷）
大久保正比古 56-2416 上小瀬（宿）
大津恵美子 56-2739 上小瀬（本郷）
小瀬　忠志 56-2631 上小瀬（川西）
高倉　睦美 56-2789 上小瀬（西根）
佐藤久美子 56-3464 大岩全域
堀江　栄子 56-2986 小舟（小舟上）
長山喜代志 56-2791 小舟（小舟下）
會澤　榮次 56-3430 油河内全域
桒名喜江子 56-2591 松之草全域､小瀬沢全域
長嶋久美子 56-3344 吉丸全域
川野邊　博 56-3160 入本郷全域
角田　一枝 56-3374 千田全域
矢野　　忠 56-2219 緒川地域全域宮田　則子 56-2495

▼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

軍司　　誠 55-3632 野口1区（館､内古屋）
小林　寿子 55-2857 野口2区（川端､下宿､中宿､上宿､内

原､内原台、西塙、市営住宅）
篠田マサ子 55-2491 野口3区（滝若､津浪､西組）
圷　　光麿 55-3761 野口平全域
安藤　　保 55-3681 門井全域
松本　　薫 55-4050 下伊勢畑（光戸､下の下､紺茶､大栗､

細内）
飛田　　緑 55-3181 下伊勢畑（和田､古屋､久保､川畑､

大信､市営住宅）
清水　冷子 55-2654 上伊勢畑全域
青山　洋子 55-2782 檜山全域､下伊勢畑（相川）
石澤　京子 55-2628 長倉全域（大倉を除く）
羽石　和博 55-3331 野田全域
小林　直美 55-3205 秋田全域
佐久間　昇 55-2086 中居全域
田仲　和子 55-3979 金井全域､長倉（大倉のみ）
皆川　政子 55-3568 御前山地域全域疋田登志子 55-2391

▼山方地区民生委員児童委員協議会
氏　　名 連絡先 担　当　地　区

四倉　博美 57-2613 山方（元上町､仲町､下町､市の沢）
髙村　壽夫 57-2057 山方（上小池､神奉地､下小池､台の内）
大津　清友 57-6077 山方（和田､大久保､和田高山､東

和田）
小林　隆子 57-2248 山方（新上町､新道､舘､根古屋､駒

形平､北皆沢）
柏　　保一 57-6226 山方（芝､サンコーポラス､南皆沢）
阿久津光男 57-2796 野上1区（小屋場､上町､金田､篠の

沢､上の原､元倉､上の台､向大林）

鹿嶋　幹雄 57-3608
野上2区（ 原前､原 下 町､原 道 西､ 
流田､羽場前･後､羽場新道､滝沢、
野上原団地）

髙林　　匠 57-2673 舟生（舟生一･二･三､舟生沢､栄坪､
上長久保､下台）

小林　弘之 57-3355 舟生（沢口､下の坪､岡坪､関沢､舟
生岡）

三次　正文 57-2416 西野内全域
中島　順一 57-3072 旧諸沢一区､北富田（秋葉）
寺田　靖洋 57-6321 旧諸沢二区
木口甲子男 57-6740 旧諸沢三区
中郡　初雄 57-6413 旧諸沢四区
細貝かね子 57-6198 旧諸沢五区､北富田（田の平､笹山､

大崎､横手）
髙村　喜典 57-9028 盛金（岡平､桧沢口）
菊池眞佐子 57-9203 盛金（盛金宿一･二､平山）
川野邊耕機 57-9469 盛金（高井釣､後野､穴城）
神長　正則 57-9278 家和楽全域
湖口　貞夫 57-9158 久隆全域
圷　　岩夫 57-3482 長沢全域､長田上区（榎内､荒屋､

大田和､樅ノ木、ウッドタウン長田）
柏　　敏夫 57-3424 照田全域､長田下区（仲内､中寺田､

寺内､カジヤ､羽出庭）
猿田　潤子 57-3026 小貫全域
木村　　悟 57-6447 照山全域
鈴木かすみ 57-2274 山方南小学校学区
菊地かほる 57-3134 山方小学校学区

▼美和地区民生委員児童委員協議会
氏　　名 連絡先 担　当　地　区

萩庭　幸子 58-2276 氷之沢（野沢）
相田　守治 58-2512 氷之沢（元沢､表郷一、表郷二）
小林　千代 58-3258 下檜沢（下郷、宿一、宿二､宿三）
益子　修一 58-3171 下檜沢（仲郷､仲檜沢）
平塚　正巳 58-3075 下檜沢（上郷一、上郷二）
長岡　和代 58-2032 上檜沢（下組）
川西　久志 58-2761 上檜沢（中組､上組）
大森　知子 58-2975 高部（三ツ木､下町､上町）
髙野　和子 58-2436 高部（関山､谷熊）
小室　一郎 58-3438 高部（細草､大貝）
岡山　壽美 58-2643 高部（東河戸下、東河戸上）

■問い合わせ■
福祉課　社会福祉グループ ☎52-1111（内線133･134）
各総合支所市民福祉課（代表）
山　方　☎57-2121　美　和　☎58-2111
緒　川　☎56-2111　御前山　☎55-2111

　　　　　主任児童委員　
　児童に関わる相談・支援を専門に担当します。
　　　　　欠員　

新しい方が決まるまでは市役所福祉課へご相談くだ
さい。


