
民生委員・児童委員は、地域福祉の向上のために活動する無償のボランティアで、地区から推薦を受け、厚生労働
大臣から委嘱されています。2022年12月1日付けで、民生委員・児童委員の一斉改選が行われました。

「地域のつなぎ役」としての民生委員・児童委員
見守る　支援が必要な人を見守っています
日頃から担当地区内で福祉の援助が必要な人の把握に努めています。また、地区や小学校の行事にも積極的に参加
し、地域の人と情報交換しながら地域の実情を把握するため、常にアンテナを張っています。

支える　生活上の相談を受けています
一人暮らしの高齢者や生活上の問題を抱えている人、子育て世代などの家庭に訪問して、日常生活の悩みや心配ご
との相談を受けたり、近況や急病などに備えた連絡先を確認したりします。

つなぐ　福祉の専門機関につなぎます
相談内容は、介護、子育て、障害サービス、生活費、家庭内の問題、年金・保険、健康づくりなど様々です。福祉
サービスの専門機関である市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどにつなぎます。

主任児童委員
子どもに関する支援を中心に行う民生児童委員で、保育園・幼稚園、小中学校、市役所など児童福祉に関連する機
関と連携し、各地域の民生委員・児童委員と協力して児童福祉を推進しています。

新川地区　24人
氏名 電話番号 担当地区

信田　徹自郎 090-7686-3588 丸山町1～6丁目、久沓町3・4丁目
馬﨑　豊彦 42-9251 久沓町1・2丁目、六軒町1～5丁目
竹内　綾子 42-0705 田尻町、松江町1・2丁目
住林　修子 41-6391 松江町3～6丁目
杉浦　義隆 42-2742 鶴見町1・4・5丁目、相生町5丁目
高橋　豊子 090-5607-7576 相生町1・3・4丁目
岡本　康子 42-9386 山神町4・5・8丁目
坂田　啓子 41-4244 山神町1～3丁目、相生町2丁目
鈴木　清貴 090-9923-1559 山神町6・7丁目、浅間町1・2丁目

𠩤田　利夫 42-6080 浅間町3～5丁目、新川町6丁目、明石町
笠原　修司 41-7649 新川町1～5丁目
岩野　知代美 41-1993 千福町1・4～6丁目、篭田町1丁目
神谷　淳子 41-2805 篭田町2・3丁目
犬塚　明子 42-7845 千福町2・3丁目

石原　一夫 41-8138 浜尾町2・4丁目、篭田町4丁目、堀方町2丁目
岡本　裕子 42-8886 浜尾町1・3丁目、鶴見町3・6丁目
横山　茂 42-7948 住吉町1～4丁目
磯貝　昌子 41-5707 堀方町1丁目、踏分町
小笠原　弥生 41-0915 金山町
鈴木　眞智子 41-6754 東山町1～4・6丁目

岡島　溫 41-5265 西山町1～5丁目、山下町

小笠𠩤　正隆 48-5603 西山町6・7丁目、鶴見町2丁目、東山町5丁目
清澤　和音 41-4820 新川地区主任児童委員
内藤　真悠美 090-9893-1992 新川地区主任児童委員

中央地区　15人

鈴木　利明 41-1756 道場山町1・2丁目、宮後町1・3丁目、須磨町

樅山　建 41-3880 道場山町3～5丁目、宮後町2・4丁目、末広町1・3丁目
牧野　恵 48-2727 福清水町、堀方町3丁目
梶川　真由美 41-6767 天王町1～4丁目
小林　喜代美 41-2276 栄町1～4丁目、末広町2丁目
新實　睦政 48-2357 天王町5～7丁目、野田町1～85番地
杉浦　純子 42-8366 幸町1～4丁目
石川　昭男 41-4351 向陽町1～4丁目
榊原　鉱一 42-0260 幸町5～7丁目
石川　美智留 41-5903 中後町2～4丁目
石川　君子 41-4762 植出町
榊原　由美子 41-6512 中山町4～7丁目、源氏神明町
古久根　久美子 42-1043 中山町1～3丁目、尾城町3～5丁目
鈴木　政枝 41-9839 中央地区主任児童委員
石川　まさ恵 42-0742 中央地区主任児童委員
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地域の身近な相談相手

民生委員・児童委員民生委員・児童委員

民生委員・児童委員の皆さん

2023.1 14



大浜地区　29人
對馬　幸司 41-2286 大浜上町、石橋町1丁目
山田　直一 41-1573 石橋町2～5丁目
亀島　昭彦 42-0464 中松町
髙松　早苗 41-8634 羽根町
島﨑　禅祥 41-0747 本郷町
宮本　智子 41-8846 中町1・2・4丁目、港本町
小笠原　友子 42-4065 松本町
磯貝　信子 42-1684 野田町86番地～、善明町1丁目
榊𠩤　和弘 42-5872 沢渡町
清澤　トキ 41-4009 浜寺町、中町3・5丁目
髙松　弘子 41-8567 音羽町

齋藤　照久 42-3538 善明町2～3丁目、作塚町1・3丁目（大浜中区）
磯貝　智恵子 41-7864 錦町
荒川　琢雄 41-7665 塩浜町1～5丁目
加藤　元久 41-2681 塩浜町6～8丁目
亀島　秀子 42-2671 浜田町
磯貝　豊 41-8248 伊勢町、若松町
三島　愛子 41-8683 入船町4・6・7丁目
生田　郁夫 87-7121 入船町3丁目、権田町1～3丁目
亀島　照美 48-5356 入船町1・2・5丁目
平松　和光 42-2063 築山町、西浜町2丁目
平松　徳一 41-4041 西浜町1丁目、3～6丁目
加藤　儀和 42-0560 宮町1～5丁目
禰冝田　裕子 48-6366 岬町
杉浦　博子 48-4763 宮町6・7丁目、権現町

竹内　博之 41-9061 前浜町、稲荷町、河方町、江口町、潮見町、中田町、葭生町
波多野　辰美 090-3304-3078 川口町
生田　靖子 41-1174 大浜地区主任児童委員
山田　節子 46-8401 大浜地区主任児童委員

棚尾地区　12人
多田　憲次 41-9196 志貴崎町、舟江町、中江町
石川　二三代 43-3366 栗山町、作塚町2丁目
杉浦　智子 41-3923 春日町、作塚町3丁目の一部
生田　幸美 41-8944 汐田町
永坂　龍哉 48-2838 源氏町
永坂　佳則 41-6162 志貴町
平岩　廣一郎 41-3563 棚尾本町
市古　順之 090-8863-5391 弥生町
小澤　昇 42-3753 若宮町
角谷　恵里子 41-8692 雨池町、川端町
石黒　美春 42-1694 棚尾地区主任児童委員
井上　美香 41-6049 棚尾地区主任児童委員

旭地区　23人

榊原　美佐子 43-2082 鷲塚町3～7丁目（県営鷲塚住宅を除く）、縄手町、野銭町

榊原　かなえ 41-7019 鷲林町（碧南市養護老人ホームを除く）、三角町、大堤町

石川　良子 41-3660 県営鷲塚住宅（鷲塚町6丁目8番地）5～7棟、C棟

松田　久美 090-6585-6546 県営鷲塚住宅（鷲塚町6丁目8番地）A棟

林田　豊子 42-4817 県営鷲塚住宅（鷲塚町6丁目8番地）B棟
小田　直樹 41-0270 二本木町、荒子町
岩間　伸二 42-5116 笹山町
中根　潮美 48-0221 緑町、中後町1丁目
小澤　浄 42-2870 新道町、平和町
永井　いく子 48-3253 神有町
伊藤　幸子 41-5349 天神町
鈴木　照子 42-6900 城山町、尾城町1・2丁目
杉浦　浩二 42-5553 旭町、鷲塚町1・2丁目

菅原　優 42-6310 鴻島町3～6丁目（日新製鋼㈱社宅を除く）
宮地　京子 41-1801 照光町、三宅町
大河内　洋美 41-4619 伏見町、流作町
鈴木　千恵美 41-0566 日進町、三間町、下洲町、矢縄町

高山　茂久 46-1508 池下町、鴻島町1～2丁目、日新製鋼㈱社宅（鴻島町5丁目33番地）
今井　桂子 42-7075 霞浦町
石川　みち惠 41-2828 平七町
石川　和昌 41-5004 東浦町
伊藤　幸和 48-0165 旭地区主任児童委員
藤田　佳予子 41-2193 旭地区主任児童委員

西端地区　12人

杉浦　時子 42-3502
北町、大久手町、竹原町、宝町、
若水町、井口町、雁道町、用久町、
桃山町、平山町、大坪町、白沢町

神谷　幸江 48-1552 半崎町1～4・6丁目、長田町
新美　達夫 48-1085 上町、吹上町2丁目
藤浦　恵美子 42-5928 吹上町3・4丁目、半崎町5丁目

杉浦　綾子 48-0481
松原町、島池町、屋敷町、清水町、
鳥追町、神田町、奥沢町、吹上町
1丁目

杉浦　妙子 48-1900
湖西町、油渕町（特別養護老人ホ
ームシルバーピアみどり苑は除く）、
洲先町

白井　康三 42-0647 札木町、坂口町3丁目

中平　正二 48-1668 三度山町1・2丁目（県営西新井住宅除く）

中根　俊二 41-5436 三度山町3・4丁目、県営西新井住宅（三度山町2丁目21番地）

杉浦　絹代 48-0493 白砂町、立山町、荒居町、広見町、古川町、坂口町1・2・4丁目
深津　邦江 46-1045 西端地区主任児童委員
月原　真子 55-4558 西端地区主任児童委員

（敬称略）

2023.115


