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民生委員・児童委員
ご存知ですか？地域の身近な相談相手

改選により、次の方々が厚生労働大臣より委嘱されています。（任期は令和４年11月30日まで）

■民生委員・児童委員 ■主任児童委員
　民生委員・児童委員は、皆さんの身近なところで、住
民の立場に立って相談を受けるほか、地域住民と関係行
政機関を結ぶパイプ役として、地域福祉の向上に努めて
います。相談内容など、個人の秘密は厳守されますので、
気軽にご相談ください。

　主任児童委員は、子どものことについて専門的に担当
し、関係行政機関などと協力しながら民生委員・児童委
員と一体となって子どもたちを取り巻く問題に取り組み
ます。

（担当地区、氏名）

【鷹巣地区担当委員】
元町（1‐6）、下家下北、西屋敷 欠員（※）
元町（7‐13）、下家下、平成町 五代儀博紀
中岱、幸町、内幸町、小中岱 豊村美郎
大町 川村葉子
米代町 長谷川隆司
住吉町（1‐6） 五代儀日出男
住吉町（7‐12） 欠員（※）
松葉町（1‐7）、北家後、掛泥向 佐藤健二
松葉町（8‐13） 小林玲子
材木町 多賀谷由美子
花園町（1‐7） 小塚悦子
花園町（8‐20） 三澤斉子
東横町（1.2.7.8.9.12） 佐藤セツ
東横町（3‐6.10.11） 神成由彦
宮前町 橋本松悦
旭町（1‐8） 畠山千代子
旭町（9‐14) 高橋芳子
伊勢町 加賀谷悦子
本屋敷、西大柳岱、小沼、南中家下、帰道一部 本城谷蝶子
上家下、帰道、愛宕下 檜森和子
南鷹巣（32～33区）、17～21班、西陣場岱 武石輝代
南鷹巣（31区）、1～7班 三浦ヤス子
南鷹巣（30～31区）、8～16班 根元一二三
あけぼの町（前綱） 欠員（※）
あけぼの町（中綱） 欠員（※）
李岱、岩坂、大沢、田沢 加賀美津子
摩当 佐藤秀子
太田 齊藤ヒサ子
上町 堀内和香子
下町 堀内正義
小田、田子ケ沢、松原 佐藤伴世
岩谷、二本杉 畠山秋男
大畑 小笠原令子
糠沢南部、向黒沢、旭ケ丘団地 玉造千鶴子
糠沢北部、昭和 佐藤玲子

大堤 三沢正
前野 佐藤ミチ
田中 三澤喜久男
新田中一部、南田中 上杉政壽
新田中 佐藤繁子
掛泥、太田屋敷後 福原弥生
古関 村上憲悦
高野尻、高野尻団地 成田定雄
坊山、四渡、湯ノ岱 藤原義光
小森、中屋敷 畠山満
脇神、上野 欠員（※）
藤株、小摩当 欠員（※）
堂ケ岱、高村岱、石ノ巻岱 欠員（※）
舟場一部、米ノ岱、赤川岱一部、泉屋敷 柏木清一
舟場 欠員（※）
小ケ田、川口、佐助岱 中嶋美枝子
本郷、根木屋敷 長岐ちえ子
妹尾館、中畑、大畑 畠山かよ
葛黒、門ケ沢 堀部まり子
三ノ渡、黒森、与助岱 畠山寿
明利又、松沢、上舟木 清水繁明
品類、深沢、吉ケ沢、下舟木 佐藤君子
岩脇、横渕、吉野 細田律子
深関 欠員（※）
相善 永井弘子
羽立 欠員（※）
上町、大町、黒沢 津谷博子
街道町、新屋敷 津谷憲生
緑ケ丘 長崎由美子
蟹沢 桜庭久美子
前山 戸沢澄子
今泉 仲谷茂好
主任児童委員 澤田眞理子
主任児童委員 成田重昭
主任児童委員 長岐悦子

【合川地区担当委員】
道城 森岡弘子
上杉（集落北） 佐藤キノ子
上杉（集落南）、桃栄 工藤幹久
下杉 松橋すゞゑ
合川（合川1丁目） 畠山賢一
合川（合川2・5丁目） 松橋敏子
合川（合川4・6丁目） 松岡泰穂
合川（合川3・7丁目） 藤岡てる子
川井（集落南） 佐藤清子
川井（集落北） 佐藤久美子
松ケ丘（1・2・3区） 永井博子
松ケ丘（4・5・6区） 杉渕テル
梅栄、弥栄、金沢 松橋勝美
八幡岱、林岱 高橋賴子
木戸石（集落南） 欠員（※）
木戸石（集落北） 畠山篤

美栄 谷内山芳子
増沢 杉渕和子
新田目 金田泰子
福田 鈴木眞理子
李岱（集落東） 成田玲子
李岱（集落西） 木村信郎
羽根山、羽立 松岡正德
東根田 佐藤由紀子
西根田 金森勝三
芹沢 櫻庭義仁
三里、大内沢 福岡史恵
三木田、摩当 三浦貞美
鎌沢 福田惠美子
杉山田 伊藤鉄美
主任児童委員 三浦良子
主任児童委員 亀谷隆道

【森吉地区担当委員】
新町、七曲、山崎団地、中道岱 近藤まり子
横町、大町、松山町 鈴木由紀子
本丁、新丁、長下、滝ノ沢 赤石良子
大杉、学校通り、裏町 佐藤孝子
上御嶽、本城御嶽 松橋照己
本城上・下、本城荒町、本城町屋 奥山聡子
川向 髙堰るみ子
米内沢駅前 欠員（※）
向本城 九嶋良子
松栄、米畑、中新田、大沢、御狩屋 三浦栄美子
日栄、長野岱、高校通り 佐藤晃
鶴田、長野、根小屋 佐藤シメ子
浦田、寄延 奥田実里

白坂、大渕 柴田幸一
新桂瀬、桂瀬 柏木妙子
上羽立、下羽立、惣内 庄司信一
桂坂、通り町、鍛冶町、八幡森 佐藤和朗
前田駅前、下前田 庄司カヨ子
小又、新ノ又、宮ノ下、工場地帯 欠員（※）
神成、陣場岱 佐藤幸子
五味堀 春日洋子
柏木岱、大岱 欠員（※）
止、平里、羽根川、新屋布 高田節子
根森田、堺田、巻渕、細越、様田 佐藤幸子
主任児童委員 北林明美
主任児童委員 長谷川美枝子

【阿仁地区担当委員】
小様、小渕 大野賢一
吉田 吉田まさ子
湯口内、新町 佐藤晶彦
新町、上岱 伊藤節子
大町、真木沢 月居幸子
下新町 珠井優子
上新町、下新町 大井英利
上新町、上新町西裏 三浦以志子
畑町東裏 佐藤まり子
畑町、小沢、荒瀬川 戸嶋哲行
荒瀬、向岱 中村千代子

荒瀬 斉藤千秋
萱草、伏影、笑内 伊東一弘
根子 田口博幸
幸屋、鳥坂、岩野目 佐藤梅子
幸屋渡 西根千女子
新中、比立内 高堰伸一
比立内、長畑、羽立 松橋恒男
戸鳥内 高堰一谷
中村、打当内、打当 鈴木信子
主任児童委員 佐藤千津
主任児童委員 渡辺幸子

※現在欠員が生じている地区については、暫定的に近隣の地区担当民生委員・児童委員が対応しております。
　担い手確保が困難となっておりますので、地区住民の方々のご協力をお願いいたします。

問い合わせ　福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637


