
地区 氏　　名 電話番号 担当地区 新任※

森
岡 

11 

名

阿知波彦次 83-8299 郷中（１番組の一部・２の１番組の一部・２の２・３番組）
清水　明史 83-3678 郷中（４・５番組） ※
小野　美幸 83-8637 郷中（６～８番組）
間瀬　憲雄 83-3551 郷中（１番組の一部・２の１番組の一部・９・10番組）
宮池　   始 83-8572 森岡台（５～８組）、新割木、半之木の一部
小杉　啓子 83-4969 森岡台（10～12・16組）
鎌田　明文 83-7133 森岡台（13～15組）
篠田　　功 84-0276 郷中（９番組の一部・12番組）、二ツ池、下源吾、上申間、上半之木、半之木の一部
辻　ちず子 83-9838 森岡台（９・17・18組） ※
小山　珠惠 83-8012 森岡台（１～４組）
西保　千佳 84-7001 主任児童委員　森岡小学校区 ※

緒
川 

12 

名

森部あゆみ 77-3066 青木、東膝折、実盛山、猪伏釜、北赤坂、北大狭間、平島、政所、南大狭間、
三日狭間、南祢宜狭間、中祢宜狭間

泉本　博美 83-0851 相生、相生の丘、鰻池、上三町、赤坂、大草、沙弥田、西高岨、東米田、石名平、
大薮、篭池、葭狭間、上鰻池

水野　智久 82-3693 安明寺、与市山、金十根、宝前庵、天白、宮戸、十王郭、塩田
久米　英行 83-2360 九俵池、北山神、遠藤畑、八幡、屋敷壱区48～134、屋敷弐区１～50・71・72
村松　崇代 84-0348 旭の一部（旧北新田）、屋敷壱区、屋敷弐区の一部
林 　節子 83-5903 旭の一部（旧北新田）、上家左川、中家左川

伊藤　清美 84-5363 旭の一部（旧辰新田、東栄町）、申新田、下家左川、辰新田、古流作、三角、宗六浜、臨時、昭和二区
水野　信明 83-3046 稗田、笠松、上之山、濁池西、富士塚、於大が丘
戸田喜久子 83-2243 屋敷参区の一部、西川、蓮池
久米三枝子 57-4416 旭の一部（旧申新田弐区、竹塚）、屋敷弐区の一部、屋敷参区の一部、家下

間瀬　剛治 84-1461 旭の一部（旧申新田壱区、東栄町、浜田）、稲場、下汐田、下出口、重右山、
大門一・二区、帯刀、平成、八郎兵衛、羽城、古城　　　 ※

山﨑　宏子 84-2750 主任児童委員　緒川小学校区

緒
川
新
田 

13 

名

片山　千晶 34-8538 八巻、本坪、北添、唐治屋敷、姥池
武井　正敏 34-5960 丸山、寿久茂、雁狭間、植山
竹内恵美子 34-8720 東、西、中釜池（組田）
榊原　　薫 84-2736 東ヶ丘（丸池台１～3班）
東出　慶子 84-1708 東ヶ丘（丸池台4～7班） ※
中山　淳司 83-8403 東ヶ丘（東仙台１～４班） ※
道家　浩美 83-8805 東ヶ丘（東仙台５～９班）
馬渕　　博 83-8580 東浦葵ノ荘団地
野村　忠弘 34-9029 雁狭間山、巽ヶ丘ハイツ、新左田 ※
植田　和子 34-5516 肥後原、西地獄、次郎兵衛山
伊藤　敏子 84-0744 東ヶ丘（上高根台1～4班）
山本　良行 84-7304 東ヶ丘（上高根台5～7班）、向陽台（トチ池）
伊藤真奈美 84-0232 主任児童委員　卯ノ里小学校区 ※

●問い合わせ　ふくし課　内線124 （令和元年12月1日現在）

改選されました
民生委員・児童委員

福祉・子育てに関する相談など、
担当地区の民生委員・児童委員に
気軽に相談してください。
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　12月1日付けで、厚生労働大臣から次の方が民生委員・児童委員に委嘱されました。今回の
改選で、主任児童委員３名が増員され、主任児童委員７名を含む民生委員・児童委員の定数は、
74名（新任16名、再任58名）となりました。民生委員・児童委員は、住民の身近な相談相手、専
門機関へのつなぎ役として活動する地域の福祉を担うボランティアです。民生委員・児童委
員のうち、主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当しています。（敬称略）

地区 氏　　名 電話番号 担当地区 新任※

石
浜 

13 

名

戸田　幸子 84-1771 川尻、片山、平地、中平地、成実新田
鈴木　茂嗣 83-4873 青木、連台、白山の一部
長坂　重吉 83-7395 西平地、黒鳥、笹原、入海田
平林　滿江 83-4581 坊ヶ谷、廻間、庚申坊、北庚申坊、下庚申坊
戸田　郁子 83-3209 前浜、須賀、平林
鈴木　高賜 83-3505 芦間、御保田、行田、岐路、障戸、下子新田の一部
杉本　洋子 84-1530 桜見台、緑が丘
宮崎　正晴 83-8629 分譲住宅（１街区）
泉　洽二郎 83-7909 分譲住宅（２・３街区）
草野由美子 84-5130 なかね、中子新田、下子新田
近藤　武司 84-1241 中央
小貝加代子 84-4422 八ツ針、田之助、吹付の一部 ※
成田　淑世 84-6512 主任児童委員　片葩小学校区 ※

石
浜
西 

７ 

名

平嶋　奈美 83-6464 県営東浦住宅 １・６棟 ※
酒井　昌子 83-6889 県営東浦住宅 ２～５棟
富永　和美 84-4490 県営東浦住宅 ７～９棟
髙野　弘美 84-1359 県営東浦住宅 10～13・16・17棟
菖蒲寿満子 83-5087 県営東浦住宅 ３街区（１～10棟）、衣浦台
深川　美緒 77-2857 南ヶ丘 ※
木村　知子 51-9361 主任児童委員　石浜西小学校区

生
路 

８ 

名

長坂　順子 83-2636 上ノ山、西畑、森腰、上ノ里、狭間、傍示松
荻本伊久江 85-0311 生片山、浜田 ※
長坂　幸保 83-5133 前田 ※
都筑　一男 84-0597 生栄四区、生川尻、折戸、新々田、西午新田、浜起、東午新田
原田　博子 83-2963 門田、弁財、坂下
原田　圭子 83-1299 池上、大砂除、狐洞、梨ノ木、富士塚、永栄一区、永栄三区、小太郎、三丁北部
児玉しげみ 83-9926 池下、矢崎 ※
竹内真奈美 84-6197 主任児童委員　生路小学校区

藤
江 

10 

名

竹内　光子 83-3778 上廻間、下廻間
長坂　清美 83-9032 奥蕨、神木、高ツブラ、広坂、北根
久米　光男 83-1185 荒子、南新田
鈴木　善夫 83-5089 前田、須賀、上満
新美　登一 83-6482 松本、六反田、山敷、酉新田、皆栄町、南栄町、前新田、午新田、川北、折戸、亥子新田
竹内　政和 83-2378 西之宮、樋、守宮池、追根、黒根、西黒根、新池、藤塚、仏、篠田、仲之山、口蕨、カガリ
新美　五月 83-2661 大坪、三丁、柳牛
久米　正子 83-7806 ふじが丘、トウズ、上之山
冨永　凡人 84-6165 石浜字平池上、石浜字午池、石浜字蛇子連、石浜字半戸、石浜字鋳師
山口　陽子 84-7590 主任児童委員　藤江小学校区 ※
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