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▶昨年 12 月１日に民生委員・児童委員が改選され、
149 人が厚生労働大臣より民生委員・児童委員
として委嘱されました。任期は令和 4 年 11 月
30 日までです。

民生委員・児童委員とは
　民生委員・児童委員は、法律により厚生労働大
臣から委嘱された無報酬のボランティアです。全
国共通の制度として、全国で約 23 万人が活動し
ています。担当する地域に暮らす身近な相談相手
として、住民からの生活上の心配ごとや困りごと、

医療や介護、子育ての不安などの相談に応じてい
ます。そしてその解決ができるよう、必要な支援
への「つなぎ役」になります。
　主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援
を専門に担当しています。

▶名前が「※」のみの地区、それぞれの住所、電
話番号は下記にお問い合わせください。

問1社会福祉課　 ℡ 23-5569

民生委員・児童委員が決まりました

民生・児童委員と担当地区（東地区）
幕内 健 山王台
池田 弘 山王台・大和町・東町・泉町の各一部
峰島 立春 東町・大和町の各一部
山口 信子 大和町・東町・東ノ辻の各一部
小野 登代子 東ノ辻
金子 好夫 八軒台
松金 美土里 東石岡一丁目
藤井 正己 東石岡二丁目
吉田 克子 東石岡三丁目

※ 東石岡四丁目
橋本 定廣 東石岡五丁目 1~3・6・７番
国谷 治夫 東石岡五丁目 4・5 番

※ 東光台一丁目
原 寛樹 東光台二丁目
鈴木 伊津子 東光台三丁目
川岸 みち子 東光台四丁目

※ 東光台五丁目
須田 茂博 旭台一丁目
萩谷 好信 旭台二丁目
小松﨑 政子 旭台三丁目 1~8 番
酒井 惠子 旭台三丁目 9~23 番
須田 早百合 南台一丁目 1~17 番
吉川 安延 南台一丁目 18~38 番
川田 豊 南台二丁目・大谷津

笠倉 好子 南台三丁目
1~11・13・14・17~19・21 番

中村 伸子 南台三丁目
12・15・16・20・22~34 番

和田 清美 南台四丁目

田上 シズ子 東大橋（下坪・寺染・塚・香取・上親和・
曲松）

飯田 幸夫 東大橋（物見塚・八軒・深久保）
小幡 雄一 東田中前原
長谷川 泉 小井戸
主任児童委員（東地区）
永原 資史

石岡中学校区岡野 美智子

民生・児童委員と担当地区（府中地区）
塚田 清子 杉並一丁目・杉の井

※ 杉並二丁目・三丁目・四丁目
福田 由美子 泉町 9 部・10 部・11 部の各一部（府

中中学校区）
末永 宏子 泉町 8 部・9 部の一部（府中中学校区）
中野 好二 泉町 11 部の一部・水久保・東ノ辻の一

部（府中中学校区）
内田 美津江 泉町 7 部・雇用促進団地

※ 府中三丁目 2・3 番の各一部 8~11 番・
五丁目 1~4 番（府中中学校区）

上田 昭次 府中三丁目 6 番（府中中学校区）・7 番・
四丁目

内田 栄市 府中五丁目 5~17 番
平山 敞一 北府中一丁目

※ 北府中二丁目
※ 北府中三丁目

飯樋 武彰 若松一丁目 1~9 番・若宮三丁目 3 番の一
部

岩田 光子 若松一丁目 10 ～ 14 番・三丁目 1~3・
4 番の一部・5・6 番の一部

大関 とも子 若松二丁目 2~8 番・13~15 番
冨田 敏明 若松二丁目 1・9~12 番
永盛 武子 若松三丁目 4・6 番の各一部・7~12 番
小貫 三佐子 若宮一丁目 3 番の一部・9 番・二丁目

1 番の一部・三丁目 2・3 番の一部
※ 若宮四丁目（府中中学校区）

髙野 芳枝 鹿の子一丁目
柘植 よね子 鹿の子二丁目 1・9~16 番・四丁目
幕内 薫哉 鹿の子二丁目 2~8 番・三丁目 1~5 番
矢口 輝行 谷向町・柏原工業団地

※ 大砂・大砂南住宅・柏原町
矢口 栄一 村上・並木
田崎 良峰 半ノ木・栄松・碁石沢
色川 愛子 根当・池の台住宅
佐藤 たか 正上内
金子 隆二 行里川・荒金
古木 悦子 東府中・行里川の一部
主任児童委員（府中地区）
三輪 統子

府中中学校区樫村 康司
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民生・児童委員と担当地区（城南地区）
中田 常男 高浜西
須田 富子 高浜東
海老坪 正子 東田中（旧城南中学校区）
大塚 正男 中津川・北根本

原田 通弘 長見寿・今泉・新生・後久保・
城構内

中島 初巳 古道・諸士久保・吹上
柴田 惠子 水内・大原
佐々木 芳子 正月平・大塚・八幡

浅野 孝 御前山・羽成子・坂井戸

小坂部 道江 台石川・仲丸
森田 隆一 下石川・坂井戸

※ 井関・代田
坂本 國光 八木・仲郷
矢満田 昭子 茨城二丁目 5~26 番

川又 猛
茨城一丁目（旧城南中学校
区）・二丁目1~4番・三丁目2・
3 番

齋藤 典子 茨城三丁目 4~18 番・田崎

主任児童委員（城南地区）
田端 悦子 城南中学校区吉田 矩子

民生・児童委員と担当地区（国府地区）
小貫 広子 府中一丁目 4・5・10 番の一部・二丁目 1 番
川村 良一 府中一丁目 1~3・6・7 番
小糸 一郎 府中一丁目 8・9・10 番の一部・三丁目 1~6 番（国

府中学校区）
東 汐美 府中二丁目 2・3・4 番の一部・若宮三丁目 1 番
中島 正二 府中二丁目 4 番の一部・5~8 番・国府三丁目 2 番の一部
小島 栄太郎 若宮一丁目 1・4~8 番
清水 満 若宮一丁目 2・3 番の一部・二丁目・四丁目（各国府

中学校区）
※ 国府一丁目 2~6 番の各一部・二丁目 1・4 番の各一部

平田 壽一 国府一丁目 4・5・6 番の各一部・二丁目 4 番の一部
小林 眞二 国府二丁目 1 番の一部・2・3・5 番
山本 経則 国府三丁目 1・2 番の一部・3~5 番
小島 剛博 国府四丁目
成井 貞夫 国府五丁目
曽根田 隆光 国府六丁目・総社二丁目 1 番
谷島 朋子 国府七丁目
桜井 真弓 総社一丁目 1~6 番
蛯澤 保朋 総社一丁目 7~13 番・二丁目 11 番
林 君子 総社二丁目 2~10 番
山本 孝行 貝地一丁目・田島一丁目・二丁目
永田 弘見 茨城一丁目・三丁目 1 番（国府中学校区）
菱沼 克裕 貝地二丁目
長谷川 和夫 染谷
主任児童委員（国府地区）
金山 浩子 国府中学校区小貫 信之

民生・児童委員と担当地区（八郷地区 ①）
土田 啓子 寺田・旭町
小池 正充 上宿・西町
萩原 光子 荒宿・新地
佐藤 眞一 フラワーヒル
茂垣 文代 仲町・新宿
井野 万里子 北町・内宿
関田 惠子 下宿

※ 舘・研究所
小松﨑 和男 八重・長堀・高友
飯田 清子 金指・片野
小林 敏夫 須釜・石沢・原押越
木﨑 　美 上青柳・下青柳・加生野
中根 俊夫 湯袋・一之沢・細内・香取
富田 誠 十三塚・里・稲子
櫻井 幸雄 細谷・下宿・横町
飯田 龍介 上宿・中宿・堀之内
野村 文男 龍明・鯨岡・小山田
相澤 卓 小屋・上山
杉田 吉行 上曽・山居上寺
臼井 明 北之内・新田
鈴木 徳松 小倉・瓜谷・北郷
飯岡 忠 小久保・辻・上根
藤岡 秀康 太田
髙野 百合子 小見
大図 吉明 中戸
町田 智子 大塚
鈴木 裕司 本町・上宿・古館・金ヶ沢
海野 雅明 板敷・北浦・荒宿

民生・児童委員と担当地区（八郷地区 ②）
石田 二郎 部原・下宿・両桁山寺
安　 忠直 宇治会・弓張・西畑・村子
小河原 正久 野田・佐久・下三郷・寺下
小河原 治己 上宿・石野・小塙
白田 正明 柴間・宿山崎
　田 ハル子 パセオパルケ
幡屋 明 東山崎・南山崎・園西
本多 一夫 真家宿・郷中・白幡・園中
石井 しげ 宮ヶ崎・張間・竹之内・新谷・富士ハ

イランド
田中 安一 山根・真家・小堀・上郷
仲野谷 幸子 鶴沼・永沼・塚原・長原
池田 俊一 向原・陣場

※ 西久保・西原・上中下坪
渡辺 信寛 東宝ランド
島田 浩美 嘉良寿理・片岡・下林（里区）
関口 幸雄 根小屋
磯山 和良 浦須・前島・上林
冨田 惠美子 下林区・飯塚区

※ 戸の内 1 区・2 区・大関
島田 　子 半田
山中 節子 川又
菱沼 三郎 月岡・青田
萩原 令子 弓弦・柴内・辻
大貫 一之 菖蒲沢・小野越・仏生寺・中山

※ 戸の内 3 区・あざみ区
主任児童委員（八郷地区）
藤代 晃 八郷地区櫻井 美恵子


