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○福祉団体 

会員等数は令和３年３月３１日現在 

団体名 代表者氏名 会員等数  

碧南市民生委員・児童委員協議会 会長 河原 厚司 115 ※詳細は後述 

碧南保護区保護司会碧南支部 支部長 池田 定史 24 ※詳細は後述 

碧南市更生保護女性会 会長 永坂 幸子 113 ※詳細は後述 

碧南市老人クラブ連合会 会長 三島 博 6,995 ※会員数は R3.4.1 現在 

碧南市身体障害者福祉協会 会長 鈴木たか子 140  

碧南・高浜聴力障害者協議会 会長 杉山 勝生 24  

碧南市盲人福祉会 会長 杉浦 正憲 13  

碧南市遺族連合会 会長 高橋 孝良 423 ※R3.4.1 現在 

碧南市手をつなぐ育成会 会長 牧野 昭彦 160  

碧南市赤十字奉仕団 委員長 齋藤 珠実 747 

※Ｒ3.4.1 現在 

※詳細は「１７地

域の福祉」参照 

碧南市母子寡婦福祉会 会長 原田 恵子 75  

碧南市保育所父母の会連絡協議会 会長 長田 千月 1,774  

碧南市ボランティア連絡協議会 会長 祢宜田 拓治 952 ※詳細は後述 
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○ 民生委員・児童委員 

 民生委員は、民生委員法により社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談

に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めています。 

 民生委員は、児童福祉法により、児童委員に充てられたものとされており、児童委員と

して、児童及び妊産婦の保護、保健その他福祉に関し、援助及び指導に努めています。 

 民生委員・児童委員は、厚生労働大臣及び県知事の委嘱を受けて活動しています。 

 任期は３年です。県知事が定める区域ごとに民生委員児童委員協議会を組織し、行政の

協力機関として、常に地域に根ざした活動を行っています。 

 現在碧南市には、１１５名の民生委員（うち主任児童委員１２名）があり、碧南市民生

委員協議会を組織し、市内６地区に分かれ毎月１回の地区民生委員児童委員協議会を開き、

地域における生活保護、老人、心身障害者、知的障害者、母子など様々な問題を研究協議

し、その問題解決に努力しています。 

 主な事業は、 

１ 正副会長連絡会議開催（毎月） 

２ 地区民生委員児童委員協議会定例会議開催（毎月） 

３ 友愛訪問活動 

４ 心豊な子どもを育てる運動（遊園地及び遊具の点検実施） 

５ 各福祉部会活動 

６ 要保護および準要保護児童生徒の認定に協力 

７ 青少年とともにすすむ夏・冬の運動パトロール 

８ 在宅ねたきり、単身高齢者の実態調査 

９ 敬老金配布 

10 その他地域福祉のための諸事業に協力 

 

 

 

 

 

 



地区 番号 氏名 カナ氏名 郵便番号 住所 方書 性別 担当地区 電話番号

新川 1 信田　徹自郎 ｼﾉﾀﾞﾃﾂｼﾞﾛｳ 447-0861 六軒町２丁目１６番地８ 男
丸山町１～６丁目、久沓町３・４丁
目

090-7686-3588

新川 2 水野　君雄 ﾐｽﾞﾉｷﾐｵ 447-0065 久沓町４丁目９３番地４ 男
久沓町１・２丁目、六軒町１～５丁
目

42-2893

新川 3 竹内　綾子 ﾀｹｳﾁｱﾔｺ 447-0868 松江町１丁目２４番地２ 女 田尻町、松江町１・２丁目 42-0705

新川 4 住林　修子 ｽﾐﾊﾞﾔｼｼｭｳｺ 447-0868 松江町５丁目２５番地 女 松江町３～６丁目 41-6391

新川 5 杉浦　義隆 ｽｷﾞｳﾗﾖｼﾀｶ 447-0057 鶴見町５丁目４３番地２ 男
鶴見町１・４・５丁目、相生町５丁
目

42-2742

新川 6 黒栁　加純 ｸﾛﾔﾅｷﾞｶｽﾞﾐ 447-0862 相生町４丁目３２番地 女 相生町１・３・４丁目 41-0416

新川 7 岡本　康子 ｵｶﾓﾄﾔｽｺ 447-0869 山神町８丁目４３番地 女 山神町４・５・８丁目 42-9386

新川 8 坂田　啓子 ｻｶﾀｹｲｺ 447-0869 山神町４丁目１番地 女
山神町１・２・３丁目、相生町２丁
目

41-4244

新川 9 板倉　定子 ｲﾀｸﾗｻﾀﾞｺ 447-0869 山神町７丁目５７番地 女
山神町６・７丁目、浅間町１・２丁
目

48-5934

新川 10 原田　利夫 ﾊﾗﾀﾞﾄｼｵ 447-0865 浅間町１丁目９０番地 男
浅間町３・４・５丁目、新川町６丁
目、明石町

42-6080

新川 11 笠原　修司 ｶｻﾊﾗｼｭｳｼﾞ 447-0865 浅間町２丁目３１番地 男 新川町１～５丁目 41-7649

新川 12 井澤　純司 ｲｻﾞﾜｼﾞｭﾝｼﾞ 447-0056 千福町４丁目１０３番地 男
千福町１・４～６丁目、篭田町１丁
目

42-0211

新川 13 神谷　淳子 ｶﾐﾔｱﾂｺ 447-0056 千福町３丁目２０番地 女 篭田町２・３丁目 41-2805

新川 14 河原　厚司 ｶﾜﾊﾗｺｳｼﾞ 447-0056 千福町３丁目１１２番地 男 千福町２・３丁目 41-5562

新川 15 須　康治 ﾀｶｽｺｳｼﾞ 447-0047 植出町５丁目３３番地 男
浜尾町２・４丁目、篭田町４丁目、
堀方町２丁目

46-0860

新川 16 岡本　裕子 ｵｶﾓﾄﾋﾛｺ 447-0058 住吉町４丁目５４番地 女
浜尾町１・３丁目、鶴見町３・６丁
目

42-8886

新川 17 横山　茂 ﾖｺﾔﾏｼｹﾞﾙ 447-0058 住吉町１丁目７８番地２ 男 住吉町１～４丁目 42-7948

新川 18 岡本　弘 ｵｶﾓﾄﾋﾛｼ 447-0046 堀方町１丁目６５番地 男 堀方町１丁目、踏分町 41-5659

新川 19 小笠原　弥生 ｵｶﾞｻﾜﾗﾔﾖｲ 447-0051 東山町６丁目３２番地 女 金山町 41-0915

新川 20 鈴木　眞智子 ｽｽﾞｷﾏﾁｺ 447-0051 東山町３丁目４１番地 女 東山町１～４・６丁目 41-6754

新川 21 岡島　溫 ｵｶｼﾞﾏｱﾂｼ 447-0064 西山町６丁目８８番地 男 西山町１～５丁目、山下町 41-5265

新川 22 小笠原　正隆 ｵｶﾞｻﾜﾗﾏｻﾀｶ 447-0064 西山町３丁目３番地 男
西山町６・７丁目、鶴見町２丁目、
東山町５丁目

48-5603

中央 23 永田　壽啓 ﾅｶﾞﾀﾄｼﾋﾛ 447-0864 道場山町１丁目１２２番地 男
道場山町１・２丁目、宮後町１・３
丁目、須磨町

41-5651

中央 24 梶川　隆 ｶｼﾞｶﾜﾀｶｼ 447-0044 末広町１丁目１１番地 男
道場山町３～５丁目、宮後町２・４
丁目、末広町１・３丁目

42-6295

中央 25 牧野　恵 ﾏｷﾉﾒｸﾞﾐ 447-0048 福清水町１丁目１２番地１ 女 福清水町、堀方町３丁目 48-2727

中央 26 梶川　真由美 ｶｼﾞｶﾜﾏﾕﾐ 447-0855 天王町６丁目５２番地 女 天王町１～４丁目 41-6767

中央 27 小林　喜代美 ｺﾊﾞﾔｼｷﾖﾐ 447-0878 松本町１２番地２ 女 栄町１～４丁目、末広町２丁目 41-2276

中央 28 新實　睦政 ﾆｲﾉﾐﾑﾂﾏｻ 447-0855 天王町６丁目９９番地 男
天王町５～７丁目、野田町１～８５
番地

48-2357

中央 29 杉浦　純子 ｽｷﾞｳﾗｼﾞｭﾝｺ 447-0043 幸町２丁目９０番地 女 幸町１～４丁目 42-8366

中央 30 鳥居　隆幸 ﾄﾘｲﾀｶﾕｷ 447-0871 向陽町３丁目３３番地 男 向陽町１～４丁目 41-5771

中央 31 金原　敏行 ｷﾝﾊﾞﾗﾄｼﾕｷ 447-0043 幸町１丁目６番地６ 男 幸町５～７丁目 42-4434

中央 32 石川　美智留 ｲｼｶﾜﾐﾁﾙ 447-0043 幸町２丁目５４番地 女 中後町２～４丁目 41-5903

中央 33 石川　君子 ｲｼｶﾜｷﾐｺ 447-0047 植出町２丁目５１番地 女 植出町 41-4762

中央 34 榊原　由美子 ｻｶｷﾊﾞﾗﾕﾐｺ 447-0035 中山町４丁目４６番地 女 中山町４～７丁目、源氏神明町 41-6512

中央 35 古久根　久美子 ｺｸﾞﾈｸﾐｺ 447-0036 尾城町４丁目３１番地 女
中山町１～３丁目、尾城町３～５丁
目

42-1043

大浜 36 對馬　幸司 ﾂｼﾏｺｳｼﾞ 447-0857 大浜上町５丁目１番地 男 大浜上町、石橋町１丁目 41-2286

大浜 37 谷　正則 ｽﾐﾔﾏｻﾉﾘ 447-0858 石橋町２丁目２４番地 男 石橋町２～５丁目 48-4315

大浜 38 松岡　徳子 ﾏﾂｵｶﾄｸｺ 447-0859 中松町３丁目１６番地 女 中松町 42-5469

大浜 39 髙松　早苗 ﾀｶﾏﾂｻﾅｴ 447-0851 羽根町１丁目２５番地 女 羽根町 41-8634

大浜 40 島　禅祥 ｼﾏｻﾞｷｾﾞﾝｼｮｳ 447-0852 本郷町３丁目３８番地 男 本郷町 41-0747

大浜 41 宮本　智子 ﾐﾔﾓﾄﾄﾓｺ 447-0846 中町１丁目４１番地 女 中町１・２・４丁目、港本町 41-8846

大浜 42 小笠原　友子 ｵｶﾞｻﾜﾗﾄﾓｺ 447-0878 松本町１０５番地１ 女 松本町 42-4065

大浜 43 磯貝　信子 ｲｿｶﾞｲﾉﾌﾞｺ 447-0875 善明町１丁目３番地 女 野田町８６番地～、善明町１丁目 42-1684

大浜 44 　和弘 ｻｶｷﾊﾞﾗｶｽﾞﾋﾛ 447-0879 沢渡町１１０番地 男 沢渡町 42-5872

大浜 45 清澤　トキ ｷﾖｻﾞﾜﾄｷ 447-0845 浜寺町２丁目１９番地 女 浜寺町、中町３・５丁目 41-4009

大浜 46 髙松　弘子 ﾀｶﾏﾂﾋﾛｺ 447-0847 音羽町３丁目８０番地 女 音羽町 41-8567

大浜 47 齋藤　照久 ｻｲﾄｳﾃﾙﾋｻ 447-0874 作塚町１丁目８２番地１ 男
善明町２～３丁目、作塚町１・３丁
目（大浜中区）

42-3538

大浜 48 杉浦　久美子 ｽｷﾞｳﾗｸﾐｺ 447-0848 錦町５丁目４５番地 女 錦町 46-7525

大浜 49 榊原　好和 ｻｶｷﾊﾞﾗﾖｼｶｽﾞ 447-0841 塩浜町１丁目２２番地 男 塩浜町1～５丁目 42-1985

大浜 50 加藤　元久 ｶﾄｳﾓﾄﾋｻ 447-0841 塩浜町１丁目３１番地 男 塩浜町６～８丁目 41-2681

                             碧南市民生委員・児童委員名簿                （令和２年１２月１日現在)
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）

地区 番号 氏名 カナ氏名 郵便番号 住所 方書 性別 担当地区 電話番号

大浜 51 亀島　秀子 ｶﾒｼﾏﾋﾃﾞｺ 447-0842 浜田町１丁目５５番地 女 浜田町 42-2671

大浜 52 磯貝　豊 ｲｿｶﾞｲﾕﾀｶ 447-0836 若松町３丁目１０２番地 男 伊勢町、若松町 41-8248

大浜 53 三島　愛子 ﾐｼﾏｱｲｺ 447-0831 入船町６丁目６番地 女 入船町４・６・７丁目 41-8683

大浜 54 横森　民也 ﾖｺﾓﾘﾀﾐﾔ 447-0838 権田町３丁目８番地 男 入船町３丁目、権田町１～３丁目 42-6054

大浜 55 亀島　照美 ｶﾒｼﾏﾃﾙﾐ 447-0831 入船町５丁目９番地 女 入船町１・２・５丁目 48-5356

大浜 56 平松　和光 ﾋﾗﾏﾂｶｽﾞﾐﾂ 447-0849 築山町３丁目１０番地 男 築山町、西浜町２丁目 42-2063

大浜 57 杉浦　勝 ｽｷﾞｳﾗﾏｻﾙ 447-0843 西浜町４丁目１４番地 男 西浜町１丁目、３～６丁目 42-2225

大浜 58 加藤　儀和 ｶﾄｳﾖｼｶｽﾞ 447-0835 宮町４丁目７４番地 男 宮町１～５丁目 42-0560

大浜 59 杉浦　正枝 ｽｷﾞｳﾗﾏｻｴ 447-0832 岬町４丁目１０番地 女 岬町 48-2630

大浜 60 杉浦　博子 ｽｷﾞｳﾗﾋﾛｺ 447-0833 権現町２丁目３２０番地 女 宮町６・７丁目、権現町 48-4763

大浜 61 三田　恒夫 ﾐﾀﾂﾈｵ 447-0827 前浜町２丁目９３番地 男
前浜町、稲荷町、河方町、江口町、
潮見町、中田町、葭生町

41-3473

大浜 62 角谷　元司 ｽﾐﾔﾓﾄｼﾞ 447-0823 川口町１丁目７６番地 男 川口町 41-9174

棚尾 63 多田　憲次 ﾀﾀﾞｹﾝｼﾞ 447-0816 志貴崎町４丁目２８番地 男 志貴崎町、舟江町、中江町 41-9196

棚尾 64 石川　三和子 ｲｼｶﾜﾐﾜｺ 447-0873 栗山町３丁目８２番地 女 栗山町、作塚町２丁目 42-4625

棚尾 65 金原　牧子 ｷﾝﾊﾞﾗﾏｷｺ 447-0888 春日町３丁目５９番地 女 春日町、作塚町３丁目の一部 42-1448

棚尾 66 生田　幸美 ｲｸﾀﾕｷﾐ 447-0887 汐田町３丁目４３番地３ 女 汐田町 41-8944

棚尾 67 永坂　龍哉 ﾅｶﾞｻｶﾀﾂﾔ 447-0886 源氏町５丁目６７番地 男 源氏町 48-2838

棚尾 68 永坂　佳則 ﾅｶﾞｻｶﾖｼﾉﾘ 447-0885 志貴町１丁目６番地 男 志貴町 41-6162

棚尾 69 平岩　廣一郎 ﾋﾗｲﾜｺｳｲﾁﾛｳ 447-0815 棚尾本町５丁目２６番地 男 棚尾本町 41-3563

棚尾 70 齋藤　史朗 ｻｲﾄｳｼﾛｳ 447-0814 弥生町３丁目７２番地 男 弥生町 42-1695

棚尾 71 小澤　昇 ｵｻﾞﾜﾉﾎﾞﾙ 447-0818 若宮町２丁目４０番地 男 若宮町 42-3753

棚尾 72 角谷　恵里子 ｽﾐﾔｴﾘｺ　 447-0813 雨池町３丁目２０番地 女 雨池町、川端町 41-8692

旭 73 原　美佐子 ｻｶｷﾊﾞﾗﾐｻｺ 447-0808 鷲塚町４丁目７１番地 女
鷲塚町３～７丁目（県営鷲塚住宅を
除く）、縄手町、野銭町

43-2082

旭 74 石川　正廣 ｲｼｶﾜﾏｻﾋﾛ 447-0802 鷲林町４丁目７８番地 男
鷲林町（碧南市養護老人ホームを除
く）、三角町、大堤町

41-4620

旭 75 曲師　良夫 ﾏｷﾞｼﾖｼｵ 447-0808 鷲塚町６丁目８番地１ Ｃ棟５０７号室 男
県営鷲塚住宅（鷲塚町６丁目８番
地）５・６・７棟、Ｃ棟

42-6939

旭 76 松田　久美 ﾏﾂﾀﾞｸﾐ 447-0808 鷲塚町６丁目８番地１ Ｂ棟503号 女
県営鷲塚住宅（鷲塚町６丁目８番
地）Ａ棟

090-6585-6546

旭 77 林田　豊子 ﾊﾔｼﾀﾞﾄﾖｺ 447-0808 鷲塚町６丁目８番地１ Ｂ棟１０５号 女
県営鷲塚住宅（鷲塚町６丁目８番
地）Ｂ棟

42-4817

旭 78 小田　直樹 ｵﾀﾞﾅｵｷ 447-0029 二本木町３丁目３６番地 男 二本木町、荒子町 41-0270

旭 79 岩間　伸二 ｲﾜﾏｼﾝｼﾞ 447-0053 笹山町６丁目８番地 男 笹山町 42-5116

旭 80 中根　潮美 ﾅｶﾈｼｵﾐ 447-0053 笹山町５丁目４１番地 女 緑町、中後町１丁目 48-0221

旭 81 岡部　徹郎 ｵｶﾍﾞﾃﾂﾛｳ 447-0052 新道町３丁目２０番地 男 新道町、平和町 41-2295

旭 82 永井　いく子 ﾅｶﾞｲｲｸｺ 447-0028 神有町５丁目８２番地 女 神有町 48-3253

旭 83 伊藤　幸子 ｲﾄｳｻﾁｺ 447-0033 天神町１丁目２９番地 女 天神町 41-5349

旭 84 高田　茂 ﾀｶﾀﾞｼｹﾞﾙ 447-0036 尾城町２丁目１１番地 男 城山町、尾城町１・２丁目 42-0163

旭 85 杉浦　浩二 ｽｷﾞｳﾗｺｳｼﾞ 447-0022 旭町１丁目１０６番地 男 旭町、鷲塚町１～２丁目 42-5553

旭 86 菅原　優 ｽｶﾞﾜﾗﾏｻﾙ 447-0034 鴻島町５丁目２番地１０ 男
鴻島町３～６丁目（日新製鋼㈱社宅
を除く）

42-6310

旭 87 宮地　京子 ﾐﾔﾁｷｮｳｺ 447-0026 三宅町４丁目３７番地 女 照光町、三宅町 41-1801

旭 88 大河内　洋美 ｵｵｺｳﾁﾋﾛﾐ 447-0807 伏見町１丁目１３番地 女 伏見町、流作町 41-4619

旭 89 鈴木　千恵美 ｽｽﾞｷﾁｴﾐ 447-0882 日進町１丁目８１番地 女 日進町、三間町、下洲町、矢縄町 41-0566

旭 90 高山　茂久 ﾀｶﾔﾏｼｹﾞﾋｻ 447-0882 日進町２丁目１１４番地 男
池下町、鴻島町１～２丁目、
日新製鋼㈱社宅（鴻島町５丁目３３

46-1508

旭 91 今井　桂子 ｲﾏｲｹｲｺ 447-0881 霞浦町２丁目７７番地 女 霞浦町 42-7075

旭 92 石川　みち惠 ｲｼｶﾜﾐﾁｴ 447-0884 平七町１丁目７番地 女 平七町 41-2828

旭 93 石川　和昌 ｲｼｶﾜｶｽﾞﾏｻ 447-0889 東浦町２丁目４３番地 男 東浦町 41-5004

西端 94 杉浦　時子 ｽｷﾞｳﾗﾄｷｺ 447-0071 桃山町２丁目２４番地１ 女
北町、大久手町、竹原町、宝町、若
水町、井口町、雁道町、用久町、桃

42-3502

西端 95 神谷　幸江 ｶﾐﾔﾕｷｴ 447-0015 半崎町４丁目９０番地 女 半崎町１～４・６丁目、長田町 48-1552

西端 96 新美　達夫 ﾆｲﾐﾀﾂｵ 447-0074 上町５丁目６５番地 男 上町、吹上町２丁目 48-1085

西端 97 藤浦　恵美子 ﾌｼﾞｳﾗｴﾐｺ 447-0081 吹上町３丁目２１番地１５ 女 吹上町３・４丁目、半崎町５丁目 42-5928

西端 98 杉浦　綾子 ｽｷﾞｳﾗｱﾔｺ 447-0016 神田町５丁目２４番地 女
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

48-0481

西端 99 杉浦　妙子 ｽｷﾞｳﾗﾀｴｺ 447-0086 洲先町１丁目３５番地 女
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）、

48-1900

西端 100 白井　康三 ｼﾗｲｺｳｿﾞｳ 447-0088 札木町２丁目２２番地５ 男 札木町、坂口町３丁目 42-0647

                             碧南市民生委員・児童委員名簿                （令和２年１２月１日現在)
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地区 番号 氏名 カナ氏名 郵便番号 住所 方書 性別 担当地区 電話番号

西端 101 中平　正二 ﾅｶﾋﾗ ｼｮｳｼﾞ 447-0061 三度山町１丁目５５番地１ 男
三度山町１・２丁目（県営西新井住
宅除く）

48-1668

西端 102 加藤　明美 ｶﾄｳｱｹﾐ 447-0061 三度山町３丁目２６番地 女
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）

48-1023

西端 103 杉浦　絹代 ｽｷﾞｳﾗｷﾇﾖ 447-0068 荒居町２丁目１１０番地 女
白砂町、立山町、荒居町、広見町、
古川町、坂口町１・２・４丁目

48-0493

新川 104 髙木　真悠美 ﾀｶｷﾞﾏﾕﾐ 447-0869 山神町１丁目３５番地 女 新川地区主任児童委員 87-0122

新川 105 古井　露子 ﾌﾙｲﾂﾕｺ 447-0055 浜尾町４丁目５７番地 女 新川地区主任児童委員 090-4856-1770

中央 106 鈴木　政枝 ｽｽﾞｷﾏｻｴ 447-0856 宮後町３丁目９番地 女 中央地区主任児童委員 41-9839

中央 107 石川　まさ恵 ｲｼｶﾜﾏｻｴ 447-0871 向陽町３丁目２７番地 女 中央地区主任児童委員 42-0742

大浜 108 生田　靖子 ｲｸﾀﾔｽｺ 447-0849 築山町２丁目３６番地 女 大浜地区主任児童委員 41-1174

大浜 109 山田　節子 ﾔﾏﾀﾞｾﾂｺ 447-0858 石橋町４丁目４６番地５ 女 大浜地区主任児童委員 46-8401

棚尾 110 石黒　美春 ｲｼｸﾞﾛﾐﾊﾙ 447-0814 弥生町２丁目１１番地 女 棚尾地区主任児童委員 42-1694

棚尾 111 田渕　雪絵 ﾀﾌﾞﾁﾕｷｴ 447-0816 志貴崎町６丁目５番地 女 棚尾地区主任児童委員 48-3424

旭 112 髙山　勝也 ﾀｶﾔﾏｶﾂﾅﾘ 447-0882 日進町１丁目６７番地 男 旭地区主任児童委員 41-6504

旭 113 藤田　佳予子 ﾌｼﾞﾀｶﾖｺ 447-0808 鷲塚町４丁目３３番地 女 旭地区主任児童委員 41-2193

西端 114 深津　邦江 ﾌｶﾂｸﾆｴ 447-0082 湖西町１丁目３番地 女 西端地区主任児童委員 46-1045

西端 115 榊原　由美子 ｻｶｷﾊﾞﾗﾕﾐｺ 447-0087 坂口町４丁目５９番地 女 西端地区主任児童委員 46-0318

                             碧南市民生委員・児童委員名簿                （令和２年１２月１日現在)
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○ 保護司会 

 保護司は、保護司法により「社会奉仕の精神をもって犯罪をした者の改善及び更生を助

けるとともに、犯罪予防のため世論の啓発に務め、地域社会の浄化をはかり、個人及び公

共の福祉に寄与する」ことをその使命としています。 

 任期は２年で（各人の任期時期は異なっています。）保護区単位に保護司会を組織し、現

在２５名の方が法務省より委嘱され活動しています。 

 主な活動は 

１ 犯罪者の更生援護並びに犯罪予防活動 

２ 中学校との連携（非行対策） 

３ 社会を明るくする運動の実施 

４ 犯罪予防街頭宣伝 

※ 各保護司は、保護観察のケースについて、毎月の処遇と観察報告を実施しています。 

 

○ 更生保護女性会 

 更生保護女性会は、犯罪予防更正法及び少年法の主旨に基づき、保護司会と連絡協調し

て、更生保護並びに保護育成に協力することを目的としています。 

女性の立場から犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした青少年が更生するための援助活動

を行うボランティア団体です。 

 主な活動は 

１ 更生保護の啓発と更生保護事業に対する協力援助 

２ 青少年の不良化防止と保護少年の補導援助 

３ 社会を明るくする運動の実施 

４ 朝のあいさつ、声かけ活動 

 

 

 

 

 

 



碧南市ボランティア連絡協議会  会員名簿
令和３年４月２０日現在

N
o

グループ名 代表者 会員数 グループの紹介 活動内容･日時・場所

1
点訳グループともし
び

小笠原   弘子 10名

昭和57年11月から障害者福祉センターで開催された点訳
講座を修了した者が昭和58年8月にグループ“ともしび”と
して発足。習得した点訳技術を生かして視覚障害の人た
ちのために活動している｡

点字本の作成や視覚障害者の方との交流
会を開催｡
毎月第１木曜日１０時３０分～１２時及び第
３水曜日
１３時３０分～１５時 へきなん福祉センター
あいくる

2 つくしんぼ 藤田   敏江 7名
市内在住の重度の心身障害児(者)のために何かできるこ
とはないかと集まった人たちと保護者の集まりです。

毎月第１日曜日に行う｢一日療育｣がメイン。
毎月第１日曜日   １３時～
へきなん福祉センターあいくる

3
碧南市赤十字奉仕
団

齋藤  珠実 747名
私たちはすべての人々の幸せを願い、奉仕活動に自ら進
んで参加すると共に影の力となって赤十字の理想を実践
することに励んでいます。

10月防災講習会実施。毎月2回特別養護老
人ホーム奉仕活動。毎月各地区清掃活動。
総合防災訓練・市民ふれあいフェスティバ
ルに参加するなど必要に応じて随時活動。

4
手話サークル  あり
んこ

石田　貴紀 15名
「手話を学ぶときは学ぶ。遊ぶときは遊ぶ」をモットーに聴
覚障害者と健聴者がコミュニケーションを大切に活動して
います。

手話の学習と通訳活動､会員相互の親睦の
ためのレクリエーションなど｡
毎週金曜日  19時30分～21時  へきなん福
祉センターあいくる

5
碧南市更生保護女
性会

永坂　幸子 133名

犯罪や非行のない明るい社会を実現しようとするグルー
プです。現在、罪を犯した人たちの立ち直りを支援する更
生保護活動、青少年の健全育成を推進する非行防止活
動、子育て中の家族を支援する子育て支援活動の３つを
柱として頑張って活動しています。

保護司活動に協力､社会を明るくする運動
の街頭宣伝、ポスター掲示、施設慰問､日用
品などの援助｡６月～７月（社会を明るくする
運動)、７月～８月（ミニ集会）、１１月（覚醒
剤予防街頭宣伝)、毎月第3木曜に児童養
護施設オリーブにて読み聞かせの活動をし

6 要約筆記   へきなん 金原　かづ代 7名
平成２年10月発足。講習会修了生の有志が集まり､中途
失聴者、難聴者と共に日常での出来事､講演などの通訳
をやっています｡

ＯＨＣ等を使って､各種団体が主催する講演
会などで活動しています｡そのほか、ノート
テイクによる筆記通訳もしています｡
例会  毎月第1土曜日  へきなん福祉セン
ターあいくる  １４時～１６時

7 碧南あすなろ会 原田　ちよ子 12名
平成８･９年度視覚障害者ガイドヘルプボランティア養成
講座を受講したメンバーです｡

視覚障害者の手引き等
毎月第４水曜日   へきなん福祉センターあ
いくる

8 ﾁｬﾘﾃｨｰ･ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 祢宜田　拓治 5名
“物を再利用して生かしたい”という思いで、平成８年に結
成したグループです。

フリーマーケット開催。
各所にあるリサイクルショップへ販売。
児童施設、被災地等へ寄付。

9 ボラ・ライフクラブ 石附   満江 13名
身近なところから出来ることをしよう。公園で子供たちが
安心して遊べるよう草取や清掃をしています．花植えもし
ています。

月1回の定例会。 中部公民館

10 ハートの会 小笠原　綾子 3名

平成１９年に今まで活動していたボランティアのグループ
が解散し、ボランティアの縁をなくしたくないという思いで
このサークルをつくりました。ハート（心）で色々なことに参
加させてもらえたらと思います。

市で行われている行事に参加。何時でも何
処でも日々ボランティアの心で…

952名
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問合せ先：碧南市ボランティア連絡協議会事務局（碧南市社会福祉協議会ボランティアセンター)　
碧南市山神町８－３５　　電話（０５６６）４６－３７０１　　　ＦＡＸ（０５６６）４８－６５２２    e-mail：volacen@hekinan-shakyo.jp

興味のあるサークルがありましたら、詳しいことをご案内しますので、下記まで御連絡ください。
また、各サークルに連絡を取りたい場合は、まず、下記まで御連絡ください。
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