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困ったときの相談役　あなたのまちの

・生 員委民 委員童児
　民生委員・児童委員は , 地域の中で生活上の問題が生じ

たとき , あなたの相談に応じ , 関係機関とのパイプ役を果

たしています。

　このたび ,12月 1日付で3年に1度の民生委員・児童

委員の改選が行われました。

担当区域  氏名 住所
本山町 濱野富士代 本山町
大須恵 内野　和子 大須恵
浜河内，夏目 黒瀬　康浩 浜河内
松浜，松浜団地 村田　和義 松浜町
南松浜 川本　節子 南松浜
あさひが丘 秋山寿賀子 あさひが丘
本山団地 兒玉　正和 松浜
田の尻 西井多美子 田の尻
大浜
刈屋 (西条・中村・上条 ) 長谷川久子 刈屋西条

木戸 ( 大鼻・中の町・新
町 ), 新沖 木村　實 木戸中の町

波瀬の崎，水神町 光井　一重 波瀬の崎
西が迫，須恵西，湯布田 ,
上の台 松尾　嘉子 須恵西

松角 , 西の浜東区 川口　和代 赤崎四丁目
須恵東 山本　寛 須恵東
須田の木，東須田の木 藤井　千里 東須田の木
笹尾 (東・西 ) 佐藤　睦夫 笹尾東
西の浜第一 弘津八重子 赤崎四丁目
西の浜第二 三島惠美子 赤崎二丁目
主任児童委員 菊池　福男 南松浜
主任児童委員 藤田　雅子 笹尾西

【小野田地区：1区】
東公園通 , 西公園通 平田　雅子 中央四丁目
港町，大正町 池田三保子 港町
セメント町
(第一・第二・第三 ) 松永　剛 セメント町

幸町，若生町 泉本美惠子 平成町
東住吉町 , 昭和通
小野山 守田　稔 住吉本町二丁目

西住吉町 , 本町 野田　保子 住吉本町一丁目
千代町 森川　繁夫 千代町一丁目
稲荷町 (南・北 ) 吉田　達夫 稲荷町
高砂町，光栄町，高栄東 石部ミチ子 高栄二丁目
南中川町，労災病院
長寿園 川上　幾充 南中川町

沖中川 三輪　昇 中川六丁目
六十番，日産第二 小橋留美子 中川四丁目
桜山，桜山団地 松本　栄子 中川四丁目
北中川町 ,北中川町一丁目 松本　礼子 中川一丁目
南栄町 , 北栄町，硫酸町 ,
日産第一 長井　倫子 栄町

目出新町 村嶋　満寛 目出新町
目出 , 目出（湖畔町・文化
町・緑町・幸町）, 亀の甲 藤原真由美 目出

旦西 姫井　峰子 旦西
旦東 山根　文美 旦東
自由ヶ丘 , 望見ヶ丘 金重　元行 自由ヶ丘
主任児童委員 森本ひとみ 須恵一丁目
主任児童委員 竹田　佳枝 旦東

【小野田地区：2区】

担当区域  氏名 住所
浜 大空八惠子 浜
郷 藤田三重子 郷
西の郷 , 南高泊 , 高浜
青葉台 大田　利彦 高浜

後潟 (上・下 ) 福間　大輔 後潟上
上の郷，船越 富安　玲子 上の郷
烏帽子岩 , 烏帽子岩前 上田　俊美 烏帽子岩
大塚 波多野昭世 大塚
神帆町 斎藤百合子 神帆町
緑が丘 髙野美恵子 緑が丘
旭町 , 横土手 , 市立病院 有好　晃子 旭町一丁目
南平原 , 平和町 , 平生町 浜崎　一夫 南平原
ひばりが丘 亀田　政徳 柿の木坂一丁目

【小野田地区：3区】

担当区域  氏名 住所
野来見，桜が丘 中村惠美子 野来見
古開作，南古開作
古開作県住 磯谷美津子 須恵二丁目

古開作団地，第二古開作 辻村　正子 野来見
南竜王 上田千代子 南竜王
北竜王 安部マサ子 北竜王
えびす町 未　　　定
叶松第一 原野　壹吉 叶松第一
叶松第二 川野　義行 叶松一丁目
叶松第三 佐藤　次信 叶松一丁目
叶松第四 堀　　武清 叶松二丁目
南若山 , 老人ホーム 尾崎　燎子 須恵一丁目
北若山 , 丸河内第一 河野　久代 北若山
奥若山 松本　照江 奥若山
丸河内（第二・第三）
心和園 渡邉　正和 丸河内第三

　市内には民生委員・児童委員が148人（現在1人欠員）,

主任児童委員が9人います。

　困ったときは身近な相談相手として担当地域の委員さん

にお気軽にご相談ください。

【問い合せ先】社会福祉課（☎82-1174）


