
氏　　名 担当地区 電話番号

飯田　修 羽金、小間口、小間口同士
会、下山前・中・後 090-4607-7513

増田　久夫 荒久、荒京、古布田内、烏
内、矢口 35-1867

間中　健一郎 東新田、西新田、向地、東
五斗蒔、西五斗蒔 35-0365

鈴木　悟 芝山前・中、田向、中の内、
三角山、舟戸、久保前・後 35-0635

堀越　正男 松の台、宿、竹の内、西原前 35-5292
染谷　浩 西原甲・乙・中、台、香取前 080-5021-4041
小林　栄 木間ヶ瀬上・下、石宮、新岸 35-3085
霜田　典子 半谷 34-3595
猪瀨　義男　 冨田 34-2737
森　満子 駒跿 34-3452
木村　稔 借宿 090-4755-1691
真中　勇 上出島第一・第二・第五 34-3805
野本　三枝子 上出島第三・第四・第六 090-6026-6278
倉持　勤 みむら 080-5049-9779
篠㟢　喜久 寺久 34-2226
山中　二郎

岩井地区全域
（主任児童委員）

090-3244-3379
山口　由利子 39-2298
髙橋　文也 38-2650

氏　　名 担当地区 電話番号
野村　きちの 西生子、北向内 0280-88-0744
染谷　まゆみ 中西、中東 0280-88-0202
鶴見　勝男 道正内、北生子 090-4127-9832
古宮　敦子 釜口、生子新田 0280-88-0058
島田　光子 菅谷南、菅谷西 0280-88-0065
飯田　良一 菅谷北、大房 0280-88-8736
稲毛田　広子 西坪 0280-88-1101
和田　良子 前原 0280-88-1188
稲毛田　孝子 砂崎、川端 0280-88-1610
秋森　章 上新田、沼の田 0280-88-1323
浅賀　美香 前山、下新田 0280-88-7036
中山　守 井岡、駒寄 0280-88-8194
皆川　晴已 山西、山上 0280-88-1940
木村　稔 根古内 0297-44-2378
木村　順一 西村西、西村南 0297-44-0808
倉持　嘉男 西村中、西村東 0297-44-3346
吉田　文子 西村北、深井 0297-44-3230
木村　昭男 向原、山崎 090-2400-6407
横川　和男 中北、諏訪山 0297-44-2769
島田　幸夫 刈浜、柿台 0297-44-3406
稲石　傳 釜前、然山、塚越 0297-44-2483
中村　研一 猿島地区全域

（主任児童委員）
0297-44-3045

塚原　信子 0280-88-7275

　12 月 1 日に民生委員児童委員が改選になりました。
　民生委員児童委員は地域住民の福祉向上のため、民生委員法に基づいて
厚生労働大臣から委嘱され、児童福祉法による児童委員も兼ねています。
　その活動は、住民の生活状況の適切な把握、援助を必要とする方に対す
る相談・支援など、社会奉仕の精神に基づいて行われています。
　福祉に関することで何かお困りのことがありましたら、担当区域の民生
委員児童委員にお気軽にご相談ください。

問社会福祉課　  0297（21）2190

●猿島地区 民生委員児童委員

●岩井地区 民生委員児童委員 
※市外局番はいずれも 0297 です。

民生委員児童委員改選のお知らせ

氏　　名 担当地区 電話番号
飯塚　一実 上岩井 35-0798
冨山　善男 中根 35-4789
倉持　敏夫 四ツ家、四ツ家住宅、寿町(一部) 35-0511
風見　純子 八幡横町、本町、寿町(一部) 36-2580
倉持　文雄 鵠戸上、鵠戸中 35-1175
石塚　重春 鵠戸下 35-0761
古谷　直美 篠山、新町、土手向第一 35-0062
相野谷　洋子 土手向第二・第三・東 35-3522
䑓　富士 西横町、仲町、天王前、桃山団地 35-1732
冨山　正 寺前、東横町、藤田住宅(E～G棟) 35-3006
冨山　明信 藤田、藤田住宅(A～D棟) 35-2637
針谷　勇 原口第一・第二・第三・第五 35-1544
阿部　せつ子 原口第六・第七・第八 35-6626
野口　和美 辺田上第一・第二・第三・辺田山中住宅 35-2607
中山　俊一 辺田上第四・第五、辺田御林 35-3247
中山　輝男 辺田中 35-7475
滝本　守男 辺田下 090-5310-1080
飯田　ゆみ子 弓田一区 35-2347
稲葉　けい子 弓田二区 35-1738
石塚　壽子 弓田三区 35-0721
古矢　朝子 馬立 35-2436
村上　憲作 幸田 090-2660-7017
鈴木　正一 庄右衛門新田、大口新田 39-3146
古谷　紀一 猫実新田、神田山新田 39-2715
筧田　洋子 幸田新田、勘助新田 36-0366
菊地　文子 平八新田、大馬新田、立川 36-3487
中村　清一郎 原新田、南本田桜 090-7846-9920
海老原　典子 鹿野、東原、保組 090-8807-5664
名越　傳 便無 39-2386
奥村　利子 上猫実、下猫実 35-7468
石塚　照子 細井、山坪 39-2255
石塚　幸子 上大口、河原新田 39-2414
森　明良 上矢作 080-6620-3774
冨山　孝 中矢作 38-2058
横張　幸子 矢作新田 38-2985
豊田　直子 岩井グリーンランド 38-0473
谷口　和男 法師戸、下矢作 38-0182
中村　恒二 大崎 38-2595
倉持　克光 小泉 38-2203
野口　惠子 大谷口 38-2389
戸田　きよみ 中里、下出島 080-1344-0005
藤井　浩 長谷一区 35-1616
滝本　政行 長谷二区・三区 35-4549
中村　和子 長谷四区・五区 080-4058-2029
横島　明 桐木、東信団地 35-4457
逆井　武志 小山上、小山中 090-2635-0069
深津　清一 小山下 38-2511
栗原　芳男 莚打 38-0068
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