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５月 12 日は民生委員・児童委員の日
あなたの地区の民生委員・児童委員を紹介しますあなたの地区の民生委員・児童委員を紹介します
　民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって、皆さんの立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うボランティ
アです。民生委員法及び児童福祉法に基づいて区域に設置が定められ、厚生労働大臣から民生委員・児童委員として委
嘱されています。高齢者の介護・子育て・健康・暮らしのことなど、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

令和4年 5月 1日現在　　◎：地区会長　○：地区副会長　◇令和４年４月１日に委嘱した委員
協議会 担当地区 氏名 電話番号
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宮本町

1・3・10～13・15支会 青木　節子 24-4110
2・4～9支会 久米原登美枝 22-4794
17～21・35・36支会 岡田　典之 24-4499
16・24・25・37・38支会 伊藤　文夫 24-6720
28・29・33・34支会 田島久美子 21-7437
14・23・30・31支会 内谷　美樹 23-1278
22・26・27・32支会 ◇野口　好夫 24-2360

泉　町 1～6支会 〇田中　美幸 22-2061
7～12支会 奈良　　進 21-9344

上　町 1～13支会 皆川きみ子 080-1026-2654

照若町

1～3支会 小林　広和 22-4218
4～9支会 齊藤　栄子 24-3885
17～22支会 茂木はるみ 21-4590
12・14～16・23・24支会 沼田　戰二 21-0219
10・11・13・25～27支会 田中　　茂 24-6108

七軒町

1～8・31支会 清水　惠子 090-5490-6901
9・10・12～15・32支会 髙橋　愼二 090-3223-1613
11・16～18・25～27・29・30支会 宮崎　好枝 080-5024-6287
19～24・28支会 三品　友理 23-2343

仲　町 1～12支会 松﨑ひとみ 21-2090

末広町

1～2・20～23支会 ◎織茂　　保 22-4507
8～13支会 山崎　良美 080-1040-4062
3～7支会 平田　　舞 71-6392
14～19支会 有村　義広 24-2485

全域（主任児童委員） 橋本　紀江 23-2754
髙橋　正枝 21-0998
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本　町

1・6・8・10支会 荒井　敏康 22-3582
2～5・25支会 柳田　　惠 050-3565-7193
7・13～15支会 佐々木成子 080-5506-7944
9・21・23支会 石田　法子 22-3415
11・12・17・28支会 金井　洋明 21-1714
16・18～20支会 矢代美恵子 23-3846
22・24・26・27支会 大和田加津子 24-0105

南本町

1・2・10・13支会 中島　彰子 21-5452
3～5支会 鈴木　淑子 21-1146
6・7・12支会 小山　温子 22-0377
8・9・11支会 樹森　淳子 21-0117

台　町

1～3・32支会 川瀬　京子 22-3191
4～ 7支会 飯岡　晴雄 21-1717
8～11支会 〇樋口　賴正 24-0132
12～15支会 小池美喜子 22-2515
16～19支会 倉橋ひとみ 22-5775
20～23支会 井上美惠子 21-5259
24～27支会 山下　眞弓 21-2518
28～31・33支会 設樂なか江 21-1310

諏訪町

1の1・1の2・11支会 渡邉　征夫 24-4745
2の1・2の2支会 ◇岩田　明美 090-4547-7953
3・9・10支会 細野　雄一 22-5075
4・5・12支会 福島志津江 22-3810
6・14・15支会 ◎齋藤　京子 22-6813
7・8の1支会 小林貴美代 22-7714
8の2・13・16支会 秋和　千秋 21-9391

協議会 担当地区 氏名 電話番号

朝日町

1・8・14支会 　橋本　和也 22-4366
2・7・15支会 　山田　時枝 24-3319
3・13・16支会 　秋山みち子 24-1578
4・9・21・22支会 鴫原　英明 24-7168
5・6・12支会 萩原　定夫 22-6217
10・11・20支会 逸見　寛治 21-2967
17～19支会 松島　善江 21-6686
23～25支会（ダイアパレス） 平田　良子 21-1603

全域（主任児童委員） 嶋田　加代 23-3312
赤沼　博美 24-3091
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鵜　森 鵜森、寿3丁目4～10・11番の一部 小林　千里 22-5936
傍示堂 傍示堂 ◎飯島　市郎 21-8264

牧　西 1～13支会 中島　清美 21-8245
14～22支会 森　　米子 24-1350

小和瀬 小和瀬 長谷川佐知子 24-1285
宮　戸 宮戸 金井　美幸 21-7338
堀　田 堀田 前原　喜夫 22-2886
滝　瀬 滝瀬 〇中西　　守 22-2867
仁　手 仁手 茂木　英子 24-0735
下仁手 下仁手 佐鳥　　清 24-1035
久々宇 久々宇 沼尻　伸子 24-0742
田　中 田中 設楽　博一 21-5696
上仁手 上仁手 田村　絹代 21-5804

全域（主任児童委員） 石田　久乃 24-7757
福島　里歌 22-2941
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都島 ・杉山 都島・杉山 織茂美喜子 22-2717
山王堂 山王堂 福本アヱ子 21-3914
沼和田 沼和田 〇金子　健一 21-6874

小　島

1丁目(県営住宅） ◇河田　恭子 23-3364
1丁目1・2番、6丁目全域 長濱　眞司 21-2106
1丁目3～11番、千代
田2丁目５番 松澤　弘美 21-5837

1丁目12・13番、5丁目全域 松嵜　良子 21-4688
2丁目1・14～16番、3丁目9の
一部・11～16番、4丁目全域 久保　敏枝 21-3216

２丁目２・３・６・７・10～13番、
３丁目２・５・９の一部・10番 横山　雅文 24-8105

2丁目４・５・８・９番、3
丁目３・４番 森田　好子 21-7038

小島南

1丁目 黒澤　玲子 21-0015
2丁目 青木　浩子 21-6867
3丁目1～4・10・11番 亀田　要子 24-2684
3丁目5～9番 巴　美代子 21-0604

万年寺 1～9支会 ◎茂木　秀夫 21-6577
10～12支会 矢野　輝与 22-7366

下野堂
1～7・11支会、小島3丁目
6、7支会(ＪＲ高崎線北) 田村　幸一 71-7808

8～10支会(ＪＲ高崎線南) 出口　信子 22-6732
新井 ・三友 新井・三友 境野　滋夫 21-3675

全域（主任児童委員） 佐々木眞紀 24-8357
図師　喜恵 21-4193

　
第
二
地
区
民
生
委
員
・

　
　
　
　
児
童
委
員
協
議
会

協議会 担当地区 氏名 電話番号

北
泉
地
区
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会

本　田 本田 福島　和子 22-4967
新田原 新田原 長谷川泰子 24-8126
久下塚 久下塚 髙田　孝子 21-5354

けや木
1～3支会 田中　丈夫 22-6608
4～6支会 佐藤　悦子 22-4198
7～9支会 浅見芙美子 21-1056

四季
の里

1～4支会 依田　利夫 21-5336
5～8支会 強瀬志ず江 22-0653

栗　崎 栗崎 金子　　茂 22-7110
西五十子 1～10支会 ◎芦澤　吉一 22-4966
五十子 五十子1～3丁目 温井　祐子 21-6304
東五十子 東五十子 石井　豊次 090-8011-9203
東富田 東富田 金井久美子 21-6767

曙
1～5・7支会 柴田久美子 21-6069
6・8～13支会 〇武藤　研二 21-6624
14～19支会 髙井久美子 24-2441

西富田

1～8支会 田村　礼子 21-0656
9～15支会 金原　栄子 24-1149
16～22支会 木村　妙子 24-0349
23～31支会 福島　京子 21-6063

四方田 四方田 飯塚恵美子 21-8083
東今井 東今井 岡芹ひとみ 24-3882
西今井 ・共栄 西今井・共栄 木村みどり 21-8956

全域（主任児童委員） 高橋　明子 21-3563
田邊　晶子 21-5735
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長浜町 長浜町 山﨑とし江 72-0350
井沢　　正 72-1288

鍛治町 鍛治町 原　　幸子 72-5815

上　町 上町 谷矢　力三 72-2835
杉山　徹雄 72-0138

仲　町 仲町 根岸　昌子 72-3440
平栁　崇枝 72-1063

新　町 新町 設樂　孝行 090-9851-6340
中林　　久 72-0243

連雀町 連雀町 倉林　敬文 72-1632

本　町 本町
黒澤　敬吾 0495-72-4453
黒沢　　猛 72-5304
新井　初代 72-1051

下　町

山王 井上輝代美 080-1264-9026
生野 永尾　路子 72-0047
大道 宮部　貴子 72-4485

大久保 〇山本　弘子 090-2676-1670
田島まり子 72-2520

蛭　川 蛭川 髙橋　千春 72-4529
江原　清美 72-2491

下真下 下真下 水野　一夫 72-0181
共　栄 共栄 佐々木桂子 72-5207
上真下 上真下 ◎大山美佐保 72-4684

吉田林 吉田林
勅使河原恵子 71-1080
吉川　敏男 72-0892
〇山本　明美 72-1486

入浅見 入浅見 吉冨　友子 72-6816
下浅見 下浅見 田端　正洋 72-3751
高　関 高関 長谷川八代伊 72-5325

全域（主任児童委員） 茂木智枝美 72-4253
工藤　友紀 080-5485-3686
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第１
金屋 第１金屋 倉林　則枝 72-2797

新本　長由 72-5855
第 2
金屋 第２金屋 中川恵理子 72-1092

倉林　　喜 72-1595
第 3金屋 第３金屋 島野　則雄 72-0423
長　沖 長沖 金井　和子 72-5547
高　柳 高柳 小峰　尚幸 72-0773
飯　倉 飯倉 前川佐代子 72-1442
宮　内 宮内 関根　正典 72-2352
塩　谷 塩谷 杉山　幸一 72-2303
保木野 保木野 髙木　靖尚 72-2440
田　端 田端 〇堀越　俊雄 72-9650

秋　山 秋山 根岸　文子 72-2233
石倉亜融子 72-7335

風　洞 風洞 〇前川　延夫 72-6402
東小平 東小平 根岸　　潔 72-1712
西小平 西小平 海北　　隆 72-3125
太駄上 太駄上 茂木百合子 78-0043
太駄中 太駄中 茂木　春代 78-0504
太駄下 太駄下 中里千惠子 78-0057
河　内 河内 今井代志美 78-0631
稲　沢 稲沢 〇石森　　彰 78-0308
元　田 元田 ◎今井　和男 72-3269

全域（主任児童委員） 倉林　恭助 72-0114
根岸　貴子 72-1791

毎年５月12日は、民生委員・児童委員の日で
す。また、５月12日㈭から18日㈬は、｢民

生委員・児童委員の日」活動強化週間です。民生
委員・児童委員の活動を知っていただくため、
ＰＲ活動を展開しています。今年は５月12日㈭
に県内コミュニティＦＭ放送局11局において、
民生委員・児童委員の存在や活動内容を知って
もらうためのＰＲ番組を放送予定です。本庄市
では、「ほんじょうＦＭ(89.3MHz)」で正午か
ら放送予定です。ぜひご視聴ください。

現在、地域では高齢化や人口減少、人間関
係の希薄化、生活基盤の弱体化、認知症

高齢者の増加、新型コロナウイルス感染拡大等
を背景に、住民課題の多様化や複合化(「8050
問題」「ダブルケア」など）が進行し、民生委
員・児童委員及び主任児童委員に求められる
ニーズは複雑多岐に渡ります。

民生委員・児童委員は「支えあう　住みよい
社会　地域から」という行動宣言をもと

に『地域のつなぎ役』として、生活上のさまざ
まな相談にのり、一緒に解決方法を模索し、地
域の皆さんが安心、安全に暮らせるよう地域を見
守っています。

支えあう　住みよい社会　地域から支えあう　住みよい社会　地域から

★地域福祉課☎ 25- １１４２


