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新しい民生委員・児童委員
　　　主任児童委員を紹介します

●問い合わせ

　福祉課福祉政策室

　☎53−2111（内線232）

◎民生委員・児童委員　　【村上地区】� ※敬称略

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

中山　森衛 羽黒町 羽黒町 小林　博 若葉町 若葉町

中野　ミツ 希望ヶ丘住宅
中川原団地・希望ヶ
丘住宅

楠田　正 肴　町 肴町

佐藤　竹四 大　欠 大欠・幸町

山本　節子 田端町 田端町 脇川　ますみ 山居町一丁目 山居町一丁目

山田　マル子 山居町二丁目 山居町二丁目 寳保　幸子 南町一丁目 南町一丁目

内山　忠男 南町二丁目 南町二丁目 百武　茂子 飯野桜ヶ丘 飯野桜ヶ丘・飯野西

木村　三男 飯野一丁目 飯野一丁目 渡邊　常教 飯野二丁目 飯野二・三丁目

鈴木　富子 上　町 長井町・上町 三國　和枝 大　町 大町・寺町

貝沼　栄次 久保多町 久保多町 小川　清 上片町 片町・上片町

富樫　春帆 泉　町 泉町 石黒　秀子 塩　町 塩町

成田　健一 安良町 安良町・小国町 小室　宗一 羽黒口 羽黒口

秋山　久子 二之町 二之町 菊谷　浩 三之町 三之町

水谷　トヨ 堀　片 堀片 阿部　悠子 新　町 新町

渡邉　陽子 杉　原 杉原・石原 河内　花子 山辺里 山辺里

小野　長昭 坪　根 仲間町・坪根
田澤　三枝子 天神岡

四日市・天神岡・西
興屋

川村　桂子 下山田
下相川・日下・下山
田・上山田

菅原　俊広 上相川
上相川・大関・高
平・小谷

川内　寿之 袋
鋳物師・袋・赤沢・
菅沼 渡邉　一真 門　前 門前・大栗田

伴田　美智子 岩船上町 岩船上町
小田　珠子 岩船上浜町

岩船上浜町・岩船下
浜町

加藤　榮子 岩船縦新町
岩船縦新町・岩船新
田町

村山　一清 岩船三日市
岩船下大町・岩船北
浜町・岩船三日市

丸山　ナミ子 岩船岸見寺町
岩船岸見寺町・岩船
地蔵町・岩船港町 武藤　淳子 上の山 上の山

今井　美惠子 八日市 八日市 小川　久男 学校町 学校町

■民生委員・児童委員をご存知ですか
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱

されたボランティアで、地域の皆さんの立場に立っ

て暮らしを支援する人です。

　主任児童委員は、地区全体の児童福祉にかかわ

る問題を専門的に担当する人です。担当区域の民

生委員・児童委員などと協力し、子どもと保護者

が抱えるさまざまな問題などに対して相談や支援

活動を行います。

　なお、任期は平成25年12月１日から平成28年11

月30日までの３年間です。

■お気軽にご相談ください
　民生委員・児童委員は、地域の皆さんの相談役です。

　子育てや高齢者の介護、健康・医療に関するこ

となど、生活の中で気になっていることがありま

したらお気軽にご相談ください。

■相談内容の秘密を守ります
　民生委員・児童委員には守秘義務があります。

地域の皆さんから受けた相談内容の秘密を守り、

個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活

動を行います。
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【村上地区（つづき）】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

細野　忠行 瀬波中町 瀬波中町・瀬波横町 小池　勝三 瀬波温泉二丁目
瀬波温泉一・二・三
丁目

菅原　実雄 松　山 浜新田・松山・三面 高橋　和彦 羽下ヶ渕
下渡・羽下ヶ渕・大
平・滝の前

磯部　喜美子 松原町四丁目 松原町一・四丁目 佐藤　修司 松原町二丁目
松原町二・三丁目・
松原住宅

和泉　トミ子 緑町一丁目 緑町一・四・五丁目 瀬賀　美代子 岩ヶ崎 岩ヶ崎・大月

佐藤　裕見子 柏　尾 柏尾・吉浦 伊藤　操 間　島 野潟・間島

井上　スミ 馬　下 早川・馬下

【荒川地区】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

渡邊　洋子 貝　附 貝附・花立 井上　潔 春木山 荒島・春木山

山中　與一郎 上鍜冶屋
上鍜冶屋・下鍜冶屋
（一部）・梨木

冨樫　アヤ子 下鍜冶屋 下鍜冶屋

冨樫　壽美 切　田 切田

小嶋　秋男 十文字
十文字・野口・
坂町住宅

武士俣　文子 坂　町 坂町（本村）

河嶋　廣子 坂　町 坂町駅前

田島　優子 坂　町 坂町（山の口）
信田　瑠美子 藤　沢

藤沢（学校町）・
前坪団地

川村　久美子 藤　沢
藤沢
（学校町を除く） 沢田　俊吉 羽ヶ榎 羽ヶ榎・田島

鳴澤　智子 大　津 荒川松山 一ノ瀬　睦子 佐々木 佐々木

黒子　秀雄 山　口 山口 遠山　悦子 金　屋 金屋（上）・馬場

佐藤　恒雄 中　倉 名割・中倉・田屋 岩本　良空 大　津 大津（上）

遠山　イネ 金　屋 金屋（中・下） 志村　邦夫 鳥　屋 鳥屋

須貝　紀子 大　津 大津（下） 石井　ユミ子 荒　屋 荒屋・両新

三田　榮子 長　政 長政・中野 遠山　久子 海老江 海老江

【神林地区】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

近　ミイ子 山　田 松沢・岩野沢・山田 小田　礼司 飯　岡 飯岡・河内

大矢　幸雄 南大平 南大平・指合 佐藤　和子 桃　川 桃川

渡邉　太一 有　明 有明 本間　栄一 小　出 殿岡・小出

横山　一巳 下助渕 下助渕・里本庄 中村　悦夫 上助渕 山屋・上助渕

小池　ミヨ子 湯ノ沢 湯ノ沢 小島　正人 七　湊 七湊・志田平

木村　和子 平　林 平林 髙野　善一 小岩内 小岩内・川部

吉村　經子 宿　田 宿田 矢田　俊司 葛籠山 葛籠山・平林（一部）

櫻井　義昭 福　田 福田・赤松 石田　一雄 牛　屋 牛屋

田村　トシ子 塩　谷
塩谷４・５・６・
７区

川崎　カヨ 北新保 北新保・長松

野澤　キン子 塩　谷 塩谷１・２・３区

野澤　十治 塩　谷 塩谷８区 松井　あき子 南田中 南田中

河内　龍 牧　目 牧目・九日市
東　百合子 松喜和

松喜和・小口川・
新飯田

三科　友幸 今　宿
今宿・大塚・潟端・
高御堂・岩船駅前
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【朝日地区】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

髙橋　成壽 大場沢 大場沢・熊登 石田　むつ 古渡路 古渡路・旧柳生戸

藤原　純子 あけぼの あけぼの 貝沼　孝悦 十　川 十川

石栗　誠治 小　川 小川 中山　正美 笹　平 笹平・瑞雲

秦　志のぶ 下新保 下新保 田村　一幸 千　縄 岩崩・茎太・千縄

阿部　義人 釜　杭 小揚・釜杭 佐藤　幸子 布　部 布部

貝沼　盛喜 新　屋 中新保・新屋 遠山　真治 高　根 高根

大城　誠子 石　住 堀野・石住・上中島 海沼　順一 関　口 関口

鈴木　増榮 北大平 北大平 鈴木　睦子 中　原 中原

髙橋　かづ子 黒　田 黒田 大場　美子 岩　沢 岩沢

小田　靜一 薦　川
朝日中野・薦川・
猿田

佐藤　栄 寺　尾
宮ノ下・寺尾・
下中島

佐藤　利子 鵜渡路 上野・鵜渡路 横井　敏栄 檜　原 檜原

小池　泰元 猿　沢 猿沢・川端 小池　和子 塩野町 塩野町

渡邉　房子 板屋越 板屋越 板垣　洋子 荒　沢 小須戸・荒沢

富樫　正子 早稲田 早稲田・松岡 菅𠩤　千春 蒲　萄 蒲萄

中山　安子 大須戸 大須戸

【山北地区】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

鈴木　宗洋 府　屋 府屋学校町・岩崎 板垣　茂一 府　屋
府屋本町・
浜町の一部

小田　百枝 府　屋
府屋駅前通・浜町の
一部

青木　優子 中　浜 中浜・伊呉野

大滝　ミチ子 堀ノ内 堀ノ内・大谷沢

富樫　忠良 温　出 温出・塔下 平方　喜和子 岩　石 杉平・遅郷・岩石

小田　富子 荒川口 荒川口・朴平 木村　晃 雷 雷・大代

田宮　愼子 小　俣 小俣 大滝　トメ子 山熊田 山熊田

板垣　赫子 中　継 中継 渡辺　道子 大　毎 大毎

加藤　陽子 大　毎 大沢・大毎 渡辺　照美 北黒川 北黒川・荒川

大滝　春子 北　中 北中・中津原 藤　眞理子 勝　木 勝木・間瀬

富樫　昌平 寝　屋 寝屋・鵜泊・碁石

佐藤　エツ子 立　島
下大蔵・立島・
長坂・遠矢崎・
板屋沢・垣之内板垣　曙 北赤谷

北赤谷・下大鳥・
北田中・上大鳥

中村　健児 今　川 今川・板貝 本間　きよみ 桑　川 浜新保・桑川・笹川

渡辺　幸子 脇　川 脇川 斎藤　裕美子 寒　川 寒川

斎藤　りえ子 越　沢 越沢

◎主任児童委員　　【全域】

氏　名 町内・集落名 担当区域 氏　名 町内・集落名 担当区域

大滝　美世子 上片町 村上小学校区 南波　恵 田端町 村上南小学校区

佐藤　八重子 岩船下大町 岩船小学校区 稲葉　眞知子 山辺里 山辺里小学校区

塚野　秀孝 金　屋 荒川全地区 佐々木　惠子 坂　町 荒川全地区

佐藤　宏文 有　明 神林全地区 遠山　千賀子 宿　田 神林全地区

髙橋　高志 古渡路 朝日全地区 板垣　仁子 高　根 朝日全地区

佐藤　貞榮 長　坂 山北全地区 貝沼　友恭 寒　川 山北全地区

※委員が未確定の地域は掲載していません。決まり次第お知らせします


