
地区 担当区域 氏 名
福
生
西

温泉３区 亀尾　　博
主任児童委員 往西　千夏
主任児童委員 園元　宏子

福
米
東

東福原６丁目 岩佐　弘志
東福原７丁目１～７・８丁目１～９ 奥田　順子
東福原７丁目６～22（９、19は除く）・
８丁目16・23・24・26・県営住宅

竹田　　彰

東福原８丁目10～22・25・28 井上　明子
東福原５丁目 田村　勝海
米原４丁目・６丁目 小笹　　慧
米原５丁目・７丁目 榧野　利治
米原８丁目・９丁目 相野　光壽
西福原１丁目・２丁目 河上むつ子
西福原３丁目１～５・４丁目１～６ 森口　　勇
西福原４丁目７～11・５丁目 竹原　啓子
東福原２丁目 米山ちはる
東福原３丁目１～37・49・
４丁目１～10

井上　史朗

東福原３丁目９・４丁目11～22・
西福原３丁目６～12

藤谷　幸郎

主任児童委員 山本　博美
主任児童委員 松葉　知美

福
米
西

上谷１区 大東　憲正
上谷３区 西村　幸安
下谷１区 森灘喜代政
下谷２区 大口　正男
下谷３区・４区 大山　早苗
新開東１区
新開東２区 髙橋　昭三
新開西１区 伊澤　達也
新開西３区 眞北　太志
新開西３区 林　　潤子
主任児童委員 生林　　文
主任児童委員 西本　了子

彦

名

彦名１区 田中　隆志
彦名２区 出澤　勝美
彦名３区・４区 百毛　千鶴
彦名５区・６区・12区 勝部　義高
彦名７区・８区・11区 井上由美子
彦名９区・９－１区・10区 山本　輝夫
彦名 13区・14区 山田　哲司
彦名 13区・14区 高木　　勉
主任児童委員 川﨑　範子
主任児童委員 藤岡　香織

崎

津

崎津１区 関　美智子
崎津２区・３区 木村　俊二
崎津４区・５区 矢倉　檢治
崎津６区 濱田登志江
崎津７区 内田　頼子
崎津８区・９区・10区 松田喜代枝
主任児童委員 池田由美子
主任児童委員 清水香代子

大
篠
津

灘浜・旭が丘１区 本池　憲彦
上口・山口・美保ヶ丘 本池　静夫
清和・灘口・旭が丘２区 山口由美子
御崎・立原 安田　哲美
主任児童委員 松本真奈美
主任児童委員 岩﨑真由美

地区 担当区域 氏 名

和
田

和田１区・２区・11区 安達　　紫
和田３区・４区・５区 安達　　優
和田６区・７区・10区 松本　哲弘
和田８区・９区 井田　勇治
主任児童委員 西井　　通
主任児童委員 鎌澤由美子

富

益

上新田・下新田・西新田 古藤　龍生
西中・北口 内田　理恵
南口 黒須　治美
上部 藤原　マリ
川上１ 林　　正範
川上２ 齊藤　雪枝
上中 木村　靜子
中村・下中 松本　清子
主任児童委員 足立　京子
主任児童委員 足立美佐子

夜

見

夜見１区 山中　秀子
夜見２区（3～6,11,12,14,18,19班） 佐藤美紀子
夜見２区（1,2,7～10,13,15～17,20～24班） 森川　純二
夜見３区（1,2,3,7,11～16班）矢倉　敏文
夜見３区（4,5,6,8,9,10班） 福井　良子
夜見４区・５区 桑垣　雄治
夜見６区 末吉　睦子
主任児童委員 松本知砂江
主任児童委員 濱田　錬一

成

実

石井（5,6班を除く） 斉木　廣康
奥谷・石井（5,6班） 長谷川義雄
美吉 瀬山　純一
奈喜良・橋本・吉谷（1区5班）林谷　友子
新山・古市・吉谷（1区5班を除く）伊藤　英照
宗像・日原・グリーンヒルズ日原 道面美周恵
富士見ヶ丘・宗像ニュータウン 勝部　安正
主任児童委員 井上かおり
主任児童委員 藤定　磯美

五
千
石

諏訪 生田　仁史
八幡 髙田喜代美
福市１区・２区・７区 髙田　　篤
福市３区・４区 秋鹿芙美子
福市５区・６区・９区・11区 山本　雄三
福市８区・10区 大森　計吉
主任児童委員 田子としこ
主任児童委員 緒形　宏二

尚

徳

青木・尚徳青木団地・大袋 長谷川周一
実久・大谷・榎原グリーンハイツ 上田　幹子
青木谷・兼久・茶屋・桜台ハイツ 谷本　保子
別所・上安曇・下安曇 田子　周一
主任児童委員 岡　　年春
主任児童委員 鷲見　道子

永

江

永江１区・５区市営住宅 須山　耕市
永江２区 杉村　利子
永江３区・５区 中井　　大
永江４区・雇用促進住宅 根立　弘之
永江６区・７区 福原勢津子
主任児童委員 寺井　里香
主任児童委員 大塚　智子

地区 担当区域 氏 名

春
日

豊田・十日市 石田　嘉重
東八幡・水浜・高島 幡原　照雄
赤井手・上赤井手・一部 石上　明史
上新印・下新印 中原みゆき
主任児童委員 益田　智惠
主任児童委員 内藤美由貴

巌

吉岡 西村　　健
上蚊屋・浦津 景山　陽子
熊党 繪原　香織
西蚊屋・サンライズ蚊屋 塚田　文明
今在家・東蚊屋 塚田　安雄
二本木・二本木東・箕・海川 俵　　俊一
主任児童委員 俵　　則子
主任児童委員 黒田美万子

大

高

岡成・米子ハイツ・新良路 舩越　久人
上泉・下泉 武部　　肇
上市場・下市場・小市場・榎小路 吉下太佳惠
上市・新市・大本坊・リーフルタウン 中澤　正則
前田・アイリスタウン 長岡美恵子
下郷・ヴィラ大山 中原　美史
石田・城園ハイツ・浅山・花見ヶ丘 増本　　勲
主任児童委員 村本智恵子
主任児童委員 山関　佳子

県

日下・石垣 番原　義美
中福万・下福万・緑ケ丘 中曽登志子
石州府・上福万・五ツ分・栄・
朝日ヶ丘・みなみ・河原

竹田　静子

清水ヶ丘 山本　義憲
河岡・蛍ヶ丘・夏梅・あすなろ 後藤　康之
緑ヶ丘グリーンハイツ１
緑ヶ丘グリーンハイツ２ 中村　元治
主任児童委員 山下美代子
主任児童委員 森田　壽子

淀

江

今津・今津グリーンタウン 大田　　勝
１区・１区の２ 松本　美子
２区・３区の１ 橋本　愼一
３区の２・５区の２ 鴨田啓一郎
４区の１，２・５区の１・６区の１，２ 國頭　徹夫
７区 山内　　弘
８区 田中　重成
９区 吉岡　正博
10区の１，２ 安野千賀子
11区浜・五軒屋・坪上・塩川 安江　昌史
北尾・上淀・稲吉 田牧　伸人
高井谷・中西尾・富繁・福井 森田　康博
本宮・西尾原・福平・宝ヶ瀬 田中　都子
佐陀１部 , ２部 生田　俊次
佐陀３部・桜台 田原　榮二
佐陀浜・佐陀北浜 渡邉　睦夫
佐陀新田・沖新田 斉藤　慎一
ニューやまと 河津　儀一
亀甲・新道・中間・中間インターハイツ 大村　　誠
小波浜・小波上 松本　義久
主任児童委員 松原　郁子
主任児童委員 黒田　昌幸

児童委員
　平成31年11月までお世話になる民生委員・児
童委員が決まりましたのでお知らせします。
　民生委員・児童委員は、民生委員法および児童
福祉法に定められており、厚生労働大臣に委嘱さ
れ、ボランティアとして、担当区域を受け持ち、
行政や専門機関とのつなぎ役として、介護や子育
てなどの相談・支援をされています。
　空欄の担当者は今後委嘱される予定です。
■問合せ　長寿社会課（☎２３－５５４０）
　　　　　　　　　　　（ ２３－５０１２）

（平成29年１月１日現在：敬称略）



地区 担当区域 氏 名

啓

成

勝田町東・住之江 角田　次代
勝田町西 森尾　洋子
東山町 中田　勝博
博労町１丁目 中島　勝子
博労町２丁目 山根　京子
博労町３丁目１区 濵田美代子
博労町３丁目２区 岩田　幸子
博労町４丁目 末吉徳二郎
糀町２丁目 吉野　　立
角盤町１丁目上区 辻　　　聡
角盤町１丁目下区 高野由美子
角盤町２丁目 北出富士子
朝日町 坂本有希美
冨士見町 三代　　幸
冨士見町１丁目 山口　幸子
冨士見町２丁目 田村芙美子
日ノ出町・日ノ出町１丁目 國岡　綾子
錦町１丁目 板見美奈子
錦町２丁目１区 友松由加利
錦町２丁目２区 山本　　勇
米原３丁目 吉田磨千子
東福原 1丁目 長谷川澄子
主任児童委員 唐桶　　恵
主任児童委員 田中　貴子

明

道

四日市町 川口　　寛
紺屋町 河原　園枝
法勝寺町 盛山　由美
糀町１丁目 狩野眞壽美
日野町 福原　　妙
万能町・弥生町
道笑町１丁目 住田百合子
道笑町２丁目 片岡　弘子
道笑町３丁目 安田　邦夫
道笑町４丁目 生田　章雄
昭和町 藤原　和子
陽田町 津村　幸作
長砂町（東） 森住喜代子
長砂町（西） 岡﨑　主税
主任児童委員 西村　賴枝
主任児童委員 河原美穂子

就

将

東倉吉町 藤森　昇一
西倉吉町 森　麻記子
中町 大原　文惠
西町 大江　和彦
加茂町１丁目・クリーンピア 植住　雅一
加茂町２丁目・久米町 大原　啓道
東町 伊藤　敏江
茶町・明治町 山脇　壽治
末広町・塩町 内田　幸治
大工町・大工町住宅 福山能理子
祇園町１丁目・愛宕町・大谷町の一部 船越　佳子
祇園町２丁目の１ 上橋　俊子
祇園町２丁目の２ 長谷ますみ
錦海町１丁目・３丁目 手島　仁美
錦海町２丁目 福永　晶子
陰田町・陰田住宅 角　　眞一
大谷町の一部・大谷団地 清間　隆司
目久美町 松本　宏美

地区 担当区域 氏 名
就
将
主任児童委員 高橋喜美子
主任児童委員 谷口　美紀

義

方

尾高町 山本　博史
岩倉町 山本　守夫
灘町１丁目 茅野　順子
灘町２丁目東 濵田　治子
灘町２丁目西 齊木　健一
灘町３丁目 赤沼　紀子
寺町 林　　　南
立町１丁目 飛田　安子
立町２丁目 関　　篤志
立町３丁目 新宮　喜弘
立町４丁目 山本美智子
義方町・三旗町 池信　隆行
天神町１丁目・２丁目 石原　和輝
花園町 米川　俊之
角盤町３丁目 永井　　建
角盤町４丁目 松田　博子
内町 杵村　純子
三本松１区１ 相見貴代子
三本松１区２ 長田　　明
三本松２区 長谷川一恵
三本松３区・４区 岩谷　勝子
米原８区の１ 黒田　昌稔
米原８区の２ 板野　克彦
錦町３丁目
旗ヶ崎１区１ 野口　真澄
旗ヶ崎１区２ 上田　伸一
主任児童委員 寺﨑　淑子
主任児童委員 原田　幸代

住

吉

旗ヶ崎２区の１ 意東　昭子
旗ヶ崎２区の２ 小西登志子
旗ヶ崎３区東１ 岡村　淑恵
旗ヶ崎３区東２ 亀尾ひろみ
旗ヶ崎３区南１ 清水　典子
旗ヶ崎３区南２ 中永　真弓
旗ヶ崎３区北１ 鷲見　康男
旗ヶ崎３区北２ 西原　章子
旗ヶ崎４区 野川　勝行
アルファステイツ上後藤 谷　　茂彰
上後藤１区の１ 藤井　協子
上後藤１区の２ 隠樹　瑞江
上後藤２区の１ 福谷　武彦
上後藤２区の２ 安木　達哉
上後藤３区 藤原　　潔
上後藤４区 藤原　　修
安倍１区 細谷　泰夫
安倍２区 潮　　　智
中ノ海１区 中村　豊彦
中ノ海２区 福田　泰子
主任児童委員 吉野　弘美
主任児童委員 遠藤　尚子

加

茂

加茂１区 遠藤順一郎
加茂２区 永井　　充
加茂３区・３区上・３区中 田立　笑子
加茂４区・７区 宮崎　　勇
加茂５区上・５区東
加茂 5区中・5区西・加茂住宅 髙光美千代

地区 担当区域 氏 名

加
　
茂

加茂６区 長榮　真治
合同宿舎・卸売住宅団地 宮村　哲二
三柳団地１区・２区
三柳団地３区・４区 川内　恭子
浜河崎 雑賀　憲昭
三柳北 林　千登勢
西皆生 村上美穂子
主任児童委員 遠藤真紀子
主任児童委員 鶴木真理子

河

崎

浜橋 湊　　早苗
御建 足村くるみ
伯母山 矢邉　篤子
四軒屋 岡田　信行
芝谷 足芝　洋司
グリーンハイツ 来福　利夫
新田 畑　　仡夫
河崎南 小磯　保弘
河崎団地東 小池　博枝
河崎団地西 坪井　澄江
主任児童委員 笹鹿　啓子
主任児童委員 岸本　文也

車

尾

車尾2区・王子製紙社宅 光谷　明子
車尾3区 田中　　治
車尾4区南 深田　陽子
車尾4区北 来海　邦彦
車尾５区 角田　隆志
車尾６区 角田　晴一
車尾７区 坂本　博子
観音寺・戸上・観音寺新町4・5丁目 辻谷　由美
観音寺新町1・2・3丁目
中島１丁目・上福原の一部 池田美江子
中島２丁目 井上　隆次
主任児童委員 清水　久代
主任児童委員 井上　智恵

福
生
東

福生東１区・２区・３区 八田　　和
福生東４区 倉敷　充子
福生東５区 川上　忠春
福生東６区の１ 堀谷　　操
福生東６区の２ 林　　恵子
福生東７区 安部　彰文
福生東８区 白根　勝樹
福生東９区 田中　武春
福生東10区 金田　孝子
福生東11区 濱田　幸子
福生東12区 広野　和子
福生東13区 佐々木淳子
福生東14区
主任児童委員 村上美代子
主任児童委員 芳村マミ子

福
生
西

福生西１区 伊藤　禮子
福生西２区の一部 浦木　瑞惠
福生西３区・４区 武田　幸治
福生西５区の南地区 五丁　瑞橲
福生西５区の北地区 福景　順一
福生西２区・６区の一部 八幡　明好
福生西６区 下村美樹惠
温泉１区 長尾　徳信
温泉２区 田村久美恵

民生委員・


