
〔庄原地区〕

〔本田・敷信地区〕

氏名 担　　当　　区　　域
佐々木政則 大黒東

滝口　博章 大黒上、裁判所通

瀬尾　京子 大胡、実業通

横山　卓宗 上本町、中本町、下本町、東本通１

伊達　景明 新道

【調整中】 西下、西中、西県住

重田恵美子 西上

金近　敦子 紅屋

光永　誠二 東本通２・３、東下、東上

【調整中】 大歳上、大歳県住

森永　靖之 大歳下

永迫　英昭 宮の下

坂井　早苗 石丸

【調整中】 柳原

才木　雅仁 川手町上・中

竹久　京子 川手町沖・下

定丸　義輝 宮内町

横田　初恵 永末町、大久保町

松苗　富江 【主任児童委員】庄原地区全域

塩本千惠子 【主任児童委員】庄原地区全域

〔高・北地区〕

〔西城地区〕

〔口和地区〕 〔高野地区〕 〔比和地区〕 〔総領地区〕

〔東城地区〕

氏名 担　　当　　区　　域
平田　次江 高取、上組上・下、段、正本

松井いずみ 【主任児童委員】高地区全域

三村　隆行 寺川、市場、貝六

佐々川克子 馬場、折坂、浜田谷、高町郷、明賀

守谷　隆昭 川西町（明賀を除く）

林　　春幸 小用町、植松

渡邊　真雄 市場、茶屋、富田

桒桒桒桒　光雄 天満、八幡

片桐　志麻 大重

織田　政秀 合の峠、田の平、盤の谷、秋国

大迫　　孝 須川、山奥

藤本　信明 川西、川東、別作

佐竹美佐枝 門田町

高橋　秀則 【主任児童委員】北地区全域

氏名 担　　当　　区　　域
岡田　浩二 野谷、吉備谷、上表、中表、下表、岩月

小池　毅司 後迫、祇園谷、三十戸、明善、青竜

冨吉　啓子 山王、月貞寺、上谷郷、太郎丸、横呂、上谷中、
天王、灰是

日雨孫 厚子 発展上、発展中、発展下、和魂上、和魂下、日
南、大仙、大歳

早田　義範 片山、雪霜、元実、大谷、津谷仲蔵、山津田、一
心、誠心上、誠心中、誠心下

穂崎　恵子 赤川上、赤川下、春田上、春田下、大原、野本

倉石　憲良 【主任児童委員】本田地区全域

田部　政夫 実留１区・２区・３区

藤原美保子 実留４区・一木町

井上　隆彰 【主任児童委員】敷信地区全域

【調整中】 板橋東

【調整中】 原手北、西原

大土　惠子 新庄西南３～６、新庄西北１～４

森元　義照 池の内、原手南

定丸ミサヱ 新庄西南１・２、新庄東

葊田　昭子 是松町、高門町

〔東・山内地区〕
氏名 担　　当　　区　　域

坂本　茂代 山の崎住宅

飛谷　眞良 三日市上組、上町（祇園町）、中組、中本町、東
町、栄町

智木田　昭 南胡町、上胡町、刈屋口、北後迫（ハピネスヒ
ル除く）

宇山　茂之 寺町、寺町東、南の里、さくらもみじ園、鳥落、大成

横山　祐司 戸郷、戸郷雇用促進、戸郷生協

古川　玲子 林正、熊野、国兼、隠地、高丸、上原サンハイツ

咽原　　章 上元組、下元組、吉井、大深、江木、小深、南後迫

和田　光生 金信、八幡、蜂原、旭区、中原

速見　修史 諏訪、倉組、森谷、七塚下組、畜産試験場

森本　保枝 田原上、田原下、市上組、市中組、市下組、多
穂の市、金佐谷

石田　泰則 掛田上、掛田下、北後迫（ハピネスヒル）

友國　貴視 【主任児童委員】東地区全域

福田　秋美 本郷・殿垣内

岡崎　照昭 日向、行里

金藤　宏明 隠地、山王

笠桒桒　𠩤貴 木戸町、七塚開拓

藤田　勝登 平和町

正長みどり 尾引町

三上　博規 高茂町

塚本　邦彦 水越町

実安　裕美 【主任児童委員】山内地区全域

氏名 担　　当　　区　　域

田村　富夫 本町、横町、明神町１・２・３

岡本　　淳 中町、十日市上・中・下、小別
当、ひばり団地

寺川　敬子 五日市１・２・３、五日市上・
中・中央区

吉浪　謙三 大佐上・沖・下、松ケ平上・下

後藤　雅治 荻野、的場、入江住宅、小坂、
大戸１・２、大屋大戸

竹嶋　　満 栗上、栗中、栗下、栗沖、竹原
上、竹原下

岡田誠一郎 奥名上・下、中平子、土井原、
竹之河内、馬場瀬、丑の河

捻金とし江 一日市、亀崎、宮の段、𠩤田、
本郷、大原山、小原、福山

上原　惠子 兼利、胎蔵寺、荒槙住宅、中
野住宅、西城病院

四丹ちふみ
内京、隠地、日南、小原谷、重
国谷、清正、法京寺、八日市
上・下

田平　訓三
塩田、本谷、下本谷、本谷陽、
寺谷、二本栃、黒谷上・下、中

、三田

石川あけみ
上尺田、中尺田、下尺田、長
者原、別所、田鋤、上今西、下
今西、今西住宅

髙井美和子 地明、仲仙道、保賀谷、坂根、
一の組、梶谷、奥八鳥

長尾　充久 上組、平組、灰庭、石原組、衣
木組、中組、門平組

増原千代美 上市場、下市場、三坂中東・
三坂中西、岩祖

鉄岡　　誠 上高尾、下高尾、植木

秋山　和典 【主任児童委員】西城地区全域

渡部　　要 【主任児童委員】西城地区全域

氏名 担　　当　　区　　域

佐々木妙子
川西（宮平、比奈、陰地、川西
住宅、宮平市民住宅、宮平団
地、東寿園、𠩤栖川荘）

山岡　克志 川西（東城市民住宅、川西下１）

赤木　初男
川西（川西下２～４、旭ヶ丘
第１・第２住宅、キャッスル
伊藤、リバーコート川西）

松尾　直美 東城（上市１～６、上之町１
～６）

村上　聖子 東城（備中町、上・中・下本
町、浜栄町）

田邉　静江 東城（館町全域、天神団地）

斎藤　時子 川西（大正町、新町、新丁上、
新丁中）

金藤　政子
川東（若松、日東住宅、東本
町、大橋通り、昭和町、朝日
町）

名越　光子
川西・川東（桜町全域、山鉄
第二自治寮、川東下５・６、
竹屋アパート）

森下　優子
川東（坂本、市頭上・中・下、
佐川アパート、幟町、吉岡ハ
イツ）

藤尾千鶴子
川東（野組、川東上、聖団地、
久松、西佐川アパート、川東
下１～４、川東央）

川口　博明
川西（新丁奥、新丁下、下川
西下、下川西中、下川西奥、
鯉の池）

金丸　和夫 福代全域、川東（川東第１・
第２住宅、ファインコーポ）

清水あつ子 戸宇全域

栁生香代子 小奴可（日野原、栃木、後田、
西組、寺迫、板井谷、持丸）

川島　久司 小奴可（市場、弓場、鳥長、笑田）

谷川あけ美 小奴可（明神、奴可部、三門、
駅道、妙見）、加谷全域

氏名 担　　当　　区　　域
森田　淳三 内堀・塩原全域

大原　元治 千鳥・小串全域

佐藤　和義 森（森１～３、森７～９）、川
鳥（川鳥１）

友川　英男 川鳥（川鳥２～５）、保田全域

見川　浩二 森（森４～６）、田黒全域

美能　一彦 菅全域、受原全域

大内　　眞 竹森全域、粟田（山田）

毛利　元眞 粟田（東区全域、福永、沢田、
平組、近光）

林美津惠 粟田（南区全域、西の谷、堀
谷、清実）

名越　和之 粟田（北区全域、朝倉、石寺、成末）

池田　秀子 帝釈山中全域

【調整中】 帝釈始終全域（雨連を除く）

藤井　　守 帝釈未渡全域、帝釈始終一
部（雨連）

横山　利昭 帝釈宇山全域

藤原つたこ 久代（久代１０区～１５区）

弓場　昭義 久代（久代１区～９区、久代
１６区）

小川　裕子 三坂・新免全域

伊 　恵子 【主任児童委員】東城地区全域

田邊　恵子 【主任児童委員】東城地区全域

氏名 担当区域

宍戸　　弘
湯木（伊与谷、岩
根、川東、永石、永
沢、一日市、池津、
矢渕、藤根）

川上　良美
湯木（湯木市場）、
永田（中郷、深屋、
大塩、永田市場）

井上　秀子 永田（宮沖、宮下、大
久保、元恒、出雲石）

橋岡　誠治 金田全域

福田　圣子 常定全域

宮野　克巳 宮内全域

藤岡　正登 向泉全域

岩瀧　朋子 大月全域

前杢みどり 竹地谷全域

三上　伸之【主任児童委員】口
和地区全域

氏名 担当区域

小森　鈴江 上湯川全域、下湯
川全域

落合　祐一
南全域、新市（別所
上市、和手川、新
町、札場）

【調整中】
新市（祇園町、上本
町、下本町、西町、殿
垣内、土手、希望ヶ
丘、神野瀬タウン）

堀江　修治
新市（市原、東半
戸、川角）、和南原

（寸為、開拓、三沢、
奥三沢）

岡村登志美 和南原（篠原、深石、
水谷、貝崎、隣組）

中村紀洋志 奥門田全域

【調整中】 中門田全域、岡大内
（半戸、大野、大内）

田邊　真治 岡大内（岡）、下門
田全域

澤田　亮二 高暮全域、上里原
全域

児玉　光子【主任児童委員】高
野地区全域

氏名 担当区域
實延　利郎 比和谷、比和上

岩倉　重視 比和中、比和下、布見

小田　信明 永原、山王、石ヶ原、
越原

中島　　香 古頃全域

【調整中】 木屋原全域、元常

加藤　昭則 福田全域

松本　直子 絞り、小和田南

奥田　久枝 小和田北、小和田東

山田美智子【主任児童委員】比
和地区全域

氏名 担当区域
細田　憲子 黒目全域

佐々木　泉
原谷、小坂、本谷、
高田、段畑、矢谷、
土居、上野

中田　博章
上領家全域、牛の
子谷、宮本、万我、
田野河内、松山、田
尻、砂、徳原

掛　　戒三 五郎丸、中領家全
域、竹の下、栃木

松山　恭子 下領家全域

澤　　一枝
敷尾、長谷、平井川
の里、上市、森藤、
大谷、新制、日南の
里、田町、郷原

松田　明美
下市の里、新町、本
町、鍛冶屋小路、川
井町、馬場・竹の花

永井賀津子 五萬の里、田総の
里、木屋全域

迫江　 幸【主任児童委員】総
領地区全域

　任期満了に伴い、民生委員・児童委員が改選されました。
　12月１日付けで厚生労働大臣から委嘱を受けた154人が、受け持ちの区域ですでに活動を行っています。任期は
３年（再任を含む）です。
　民生委員・児童委員は、高齢者や障害者、児童、ひとり親家庭をはじめ、日常生活で悩みを持っている人の相談に
応じ、必要な援助を行いながら、地域福祉の増進に努めています。
　委員は、公正中立な立場で相談に応じ、秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。

新しい民生委員・児童委員
問い合わせ
社会福祉課生活福祉係
☎0824-73-1166
各支所地域振興室・市民生活室

※【調整中】となっている区域については、社会福祉課生活福祉係または各支所地域振興室・
市民生活室へお問い合わせください。
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