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宝田 ９人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
川原・郡団地 岡本　博
三友・井関・井関団地 河井　雅代
荒井・日の本 井利元　志郎
東分・中筋・南分・上の原 堀田　長城
上分・中分 安部　克幸◎
清水・中当・梅の本・蛭子本 厚田　みち子
平岡 中村　昭子
主任児童委員 湯浅　幸美
主任児童委員 角田　健造

富岡 23人（うち主任児童委員２人）
担当地区名 氏名
東新町・西新町・中川原・車ノ口 光井　保
内町・今福寺 滝根　佳世
東仲町・西仲町 兼松　功
トノ町 松本　勇
第住町・玉塚 近藤　良行
寿通西・小山本・小山 髙原　美千代
寿通東・西石塚 中岡　一弘
東池田・西池田・木松 新居　正司
北通・佃町・日開野・西居内 片山　美幸
あ石・南向・滝ノ下 竹内　俊博◎
辰巳団地・宮原 津村　宜宏
日開野・中居内・筒路・領家・長田 原　恵美
日開野・南居内・居内・九反ヶ坪・
谷田・七見 竹内　伸二

学原・日開野・筒路 中川　聡
領家・天神原 桝井　雅俊
西路見・住吉・領家・天神原 西条　稔
出来・原ヶ崎・堤外 黒田　実
黒津地 荒谷　隆文
向原・豊益 坂井　ヒサ子
福村 福島　栄
畭 中野　礼子
主任児童委員 幸田　初美
主任児童委員 岸田　永子

見能林 18人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
戎山・東分南　（津乃峰） 吉岡　孝男
東分（津乃峰） 住友　晴治
新浜・県営団地（津乃峰） 長野　荘次
長浜東（津乃峰） 今田　行治
長浜西・津乃峰団地 撫養　千尋◎
大潟 髙島　敬司
大潟 森澤　久美
南林（中林） 森　孝之
北の脇 濱　長惠
中林 横手　周次
林崎・日亜社宅 滝口　敏信
石仏東・志んじゃく 髙島　直子
石仏西 保田　博美
見能方 阪井　太加江
才見西 三木野　文秋
才見東 橋本　文雄
主任児童委員 鳥海　俊江
主任児童委員 原田　利明
※西分・中分（津乃峰）の担当者は近日中に決まる予定です。

中野島 13人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
南島 湯浅　光俊
岡 柴田　美惠子
中原 松原　和子
古田 上田　彰三
伊月・大手 吉田　勝義
柳島高川原・仲小路（中野島） 松田　賢二
中川原１（中野島） 槌井　奈美子
中川原２（中野島） 細川　要子
長岡・横見高川原・円地畭・畑中 上原　登記子
長岡東 萩野　雅章
願能地西、東・西分・木戸上ノ下・
前田・北裏 小林　洋一◎

主任児童委員 立田　佳代子
主任児童委員 谷口　薫

新委員を紹介します（◎＝地区会長、敬称略）

民生委員・児童委員の連絡先等は、福祉課、支所、住民センター、公民館、阿南市社会福祉協議会
（☎23－7288）または市ホームページにてご確認いただけます。
　� 問い合わせは　福祉課（☎22－1592）へ

ひとりで悩まず、まずは相談を
私たち民生委員・児童委員は、同じまちに住む市民という立場で、地域の身

近な相談役や行政とのパイプ役として相談支援活動をしている厚生労働大臣

から委嘱された福祉ボランティアです。

現在、地域社会にあっては、複雑で多様な課題を抱える人々が増加していま

す。子どもの犯罪被害、虐待やいじめ、経済的・社会的生活困窮者の増加、

高齢者や障がい者の悪質商法被害等は、いずれも地域において幅広い関係者

との連携・協力のもとで取り組むべき大きな課題だと考えております。

これらの課題解決に向け、日ごろから地域の繋がりを強め、見守り活動や絆

づくりをしていきながら、地域福祉の担い手としての自負と熱意を持って、

民生委員・児童委員活動に積極的に取り組んでまいりますので、今後とも皆

さまのご協力を、よろしくお願いいたします。

丹生川　和彦
平成22年～　新野地区民生委員
平成25年～　新野地区民生委員会副会長
平成28年～　新野地区民生委員会会長

民生委員・児童委員
あなたのそばに寄り添う

令和元年12月１日、民生委員児童委員の一斉改選が行われ、
本市では198人が厚生労働大臣から委嘱を受けました。
民生委員は、民生委員法に基づいた非常勤の地方公務員です。
ボランティアとして活動していて、任期は３年です。民生委
員一人ひとりに担当する区域があり、皆さまの身近な地域で
活動しています。また、民生委員は児童福祉法に定める児童
委員を兼ねています。主任児童委員は児童に関する専門的知
識・経験を有する児童委員の中から指名されます。
住民の身近な相談相手としての活動や、多様な関係者をつな
ぐパイプ役として、また地域づくりの担い手として期待され
ています。

地域住民が抱える問題について、
相手の立場に立ち、親身になって
相談にのります。

相談

社会福祉の制度やサービスについ
て、その内容や情報を住民に提供
します。

情報提供

担当地域内の住民の実態や福祉ニ
ーズを日常的に把握します。

社会調査
住民が求める生活支援活動を自ら
行うと同時に支援体制をつくって
いきます。

生活支援

活動を通じて得た問題点や改善策
をまとめ、必要に応じて関係機関
などに意見を提起します。

意見具申

住民のニーズに対応し、適切なサ
ービスの提供が得られるように支
援します。

調整

住民が個々のニーズに応じた福祉
サービスが得られるよう、関係行
政機関、施設、団体などに連絡し、
必要な対応を促すパイプの役割を
果たします。

連絡通報

つの 
はたらき

民生委員・児童委員

阿南市民生委員・児童委員協議会会長

民生委員・児童委員のマークは、幸せの芽生
えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民
生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉
を組み合わせ、平和のシンボルのハトをかた
どって、愛情と奉仕を表してします。
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　� 問い合わせは　福祉課（☎22－1592）へ

ひとりで悩まず、まずは相談を
私たち民生委員・児童委員は、同じまちに住む市民という立場で、地域の身

近な相談役や行政とのパイプ役として相談支援活動をしている厚生労働大臣

から委嘱された福祉ボランティアです。

現在、地域社会にあっては、複雑で多様な課題を抱える人々が増加していま

す。子どもの犯罪被害、虐待やいじめ、経済的・社会的生活困窮者の増加、

高齢者や障がい者の悪質商法被害等は、いずれも地域において幅広い関係者

との連携・協力のもとで取り組むべき大きな課題だと考えております。

これらの課題解決に向け、日ごろから地域の繋がりを強め、見守り活動や絆

づくりをしていきながら、地域福祉の担い手としての自負と熱意を持って、

民生委員・児童委員活動に積極的に取り組んでまいりますので、今後とも皆

さまのご協力を、よろしくお願いいたします。

丹生川　和彦
平成22年～　新野地区民生委員
平成25年～　新野地区民生委員会副会長
平成28年～　新野地区民生委員会会長

民生委員・児童委員
あなたのそばに寄り添う

令和元年12月１日、民生委員児童委員の一斉改選が行われ、
本市では198人が厚生労働大臣から委嘱を受けました。
民生委員は、民生委員法に基づいた非常勤の地方公務員です。
ボランティアとして活動していて、任期は３年です。民生委
員一人ひとりに担当する区域があり、皆さまの身近な地域で
活動しています。また、民生委員は児童福祉法に定める児童
委員を兼ねています。主任児童委員は児童に関する専門的知
識・経験を有する児童委員の中から指名されます。
住民の身近な相談相手としての活動や、多様な関係者をつな
ぐパイプ役として、また地域づくりの担い手として期待され
ています。

地域住民が抱える問題について、
相手の立場に立ち、親身になって
相談にのります。

相談

社会福祉の制度やサービスについ
て、その内容や情報を住民に提供
します。

情報提供

担当地域内の住民の実態や福祉ニ
ーズを日常的に把握します。

社会調査
住民が求める生活支援活動を自ら
行うと同時に支援体制をつくって
いきます。

生活支援

活動を通じて得た問題点や改善策
をまとめ、必要に応じて関係機関
などに意見を提起します。

意見具申

住民のニーズに対応し、適切なサ
ービスの提供が得られるように支
援します。

調整

住民が個々のニーズに応じた福祉
サービスが得られるよう、関係行
政機関、施設、団体などに連絡し、
必要な対応を促すパイプの役割を
果たします。

連絡通報

つの 
はたらき

民生委員・児童委員

阿南市民生委員・児童委員協議会会長

民生委員・児童委員のマークは、幸せの芽生
えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民
生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉
を組み合わせ、平和のシンボルのハトをかた
どって、愛情と奉仕を表してします。

広報あなん 2020.02　1415　広報あなん 2020.02

宝田 ９人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
川原・郡団地 岡本　博
三友・井関・井関団地 河井　雅代
荒井・日の本 井利元　志郎
東分・中筋・南分・上の原 堀田　長城
上分・中分 安部　克幸◎
清水・中当・梅の本・蛭子本 厚田　みち子
平岡 中村　昭子
主任児童委員 湯浅　幸美
主任児童委員 角田　健造

富岡 23人（うち主任児童委員２人）
担当地区名 氏名
東新町・西新町・中川原・車ノ口 光井　保
内町・今福寺 滝根　佳世
東仲町・西仲町 兼松　功
トノ町 松本　勇
第住町・玉塚 近藤　良行
寿通西・小山本・小山 髙原　美千代
寿通東・西石塚 中岡　一弘
東池田・西池田・木松 新居　正司
北通・佃町・日開野・西居内 片山　美幸
あ石・南向・滝ノ下 竹内　俊博◎
辰巳団地・宮原 津村　宜宏
日開野・中居内・筒路・領家・長田 原　恵美
日開野・南居内・居内・九反ヶ坪・
谷田・七見 竹内　伸二

学原・日開野・筒路 中川　聡
領家・天神原 桝井　雅俊
西路見・住吉・領家・天神原 西条　稔
出来・原ヶ崎・堤外 黒田　実
黒津地 荒谷　隆文
向原・豊益 坂井　ヒサ子
福村 福島　栄
畭 中野　礼子
主任児童委員 幸田　初美
主任児童委員 岸田　永子

見能林 18人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
戎山・東分南　（津乃峰） 吉岡　孝男
東分（津乃峰） 住友　晴治
新浜・県営団地（津乃峰） 長野　荘次
長浜東（津乃峰） 今田　行治
長浜西・津乃峰団地 撫養　千尋◎
大潟 髙島　敬司
大潟 森澤　久美
南林（中林） 森　孝之
北の脇 濱　長惠
中林 横手　周次
林崎・日亜社宅 滝口　敏信
石仏東・志んじゃく 髙島　直子
石仏西 保田　博美
見能方 阪井　太加江
才見西 三木野　文秋
才見東 橋本　文雄
主任児童委員 鳥海　俊江
主任児童委員 原田　利明
※西分・中分（津乃峰）の担当者は近日中に決まる予定です。

中野島 13人（うち主任児童委員２人）

担当地区名 氏名
南島 湯浅　光俊
岡 柴田　美惠子
中原 松原　和子
古田 上田　彰三
伊月・大手 吉田　勝義
柳島高川原・仲小路（中野島） 松田　賢二
中川原１（中野島） 槌井　奈美子
中川原２（中野島） 細川　要子
長岡・横見高川原・円地畭・畑中 上原　登記子
長岡東 萩野　雅章
願能地西、東・西分・木戸上ノ下・
前田・北裏 小林　洋一◎

主任児童委員 立田　佳代子
主任児童委員 谷口　薫

新委員を紹介します（◎＝地区会長、敬称略）

民生委員・児童委員の連絡先等は、福祉課、支所、住民センター、公民館、阿南市社会福祉協議会
（☎23－7288）または市ホームページにてご確認いただけます。
　� 問い合わせは　福祉課（☎22－1592）へ

ひとりで悩まず、まずは相談を
私たち民生委員・児童委員は、同じまちに住む市民という立場で、地域の身

近な相談役や行政とのパイプ役として相談支援活動をしている厚生労働大臣

から委嘱された福祉ボランティアです。

現在、地域社会にあっては、複雑で多様な課題を抱える人々が増加していま

す。子どもの犯罪被害、虐待やいじめ、経済的・社会的生活困窮者の増加、

高齢者や障がい者の悪質商法被害等は、いずれも地域において幅広い関係者

との連携・協力のもとで取り組むべき大きな課題だと考えております。

これらの課題解決に向け、日ごろから地域の繋がりを強め、見守り活動や絆

づくりをしていきながら、地域福祉の担い手としての自負と熱意を持って、

民生委員・児童委員活動に積極的に取り組んでまいりますので、今後とも皆

さまのご協力を、よろしくお願いいたします。

丹生川　和彦
平成22年～　新野地区民生委員
平成25年～　新野地区民生委員会副会長
平成28年～　新野地区民生委員会会長

民生委員・児童委員
あなたのそばに寄り添う

令和元年12月１日、民生委員児童委員の一斉改選が行われ、
本市では198人が厚生労働大臣から委嘱を受けました。
民生委員は、民生委員法に基づいた非常勤の地方公務員です。
ボランティアとして活動していて、任期は３年です。民生委
員一人ひとりに担当する区域があり、皆さまの身近な地域で
活動しています。また、民生委員は児童福祉法に定める児童
委員を兼ねています。主任児童委員は児童に関する専門的知
識・経験を有する児童委員の中から指名されます。
住民の身近な相談相手としての活動や、多様な関係者をつな
ぐパイプ役として、また地域づくりの担い手として期待され
ています。

地域住民が抱える問題について、
相手の立場に立ち、親身になって
相談にのります。

相談

社会福祉の制度やサービスについ
て、その内容や情報を住民に提供
します。

情報提供

担当地域内の住民の実態や福祉ニ
ーズを日常的に把握します。

社会調査
住民が求める生活支援活動を自ら
行うと同時に支援体制をつくって
いきます。

生活支援

活動を通じて得た問題点や改善策
をまとめ、必要に応じて関係機関
などに意見を提起します。

意見具申

住民のニーズに対応し、適切なサ
ービスの提供が得られるように支
援します。

調整

住民が個々のニーズに応じた福祉
サービスが得られるよう、関係行
政機関、施設、団体などに連絡し、
必要な対応を促すパイプの役割を
果たします。

連絡通報

つの 
はたらき

民生委員・児童委員

阿南市民生委員・児童委員協議会会長

民生委員・児童委員のマークは、幸せの芽生
えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民
生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉
を組み合わせ、平和のシンボルのハトをかた
どって、愛情と奉仕を表してします。

担当地区 氏名
南島 湯浅　光俊
岡 柴田　美惠子
中原 松原　和子
古田 上田　彰三
伊月・大手 吉田　勝義
柳島高川原・仲小路 松田　賢二
中川原１ ＊
中川原２ 笹川　忠博
長岡・横見高川原・円地畭・畑中 上原　登記子
長岡東 萩野　雅章
願能地西、東・上、下木戸・前田・北裏、外 小林　洋一◎
主任児童委員 立田　佳代子
主任児童委員 末廣　学

担当地区 氏名
西分・中分（津乃峰） 藤倉　和一
戎山・東分南（津乃峰） 吉岡　孝男
東分（津乃峰） 畦地　秀幸
新浜・県営団地（津乃峰） 長野　荘次
長浜東（津乃峰） 堀筋　栄一
長浜西・津乃峰団地 撫養　千尋◎
大潟 髙島　敬司
大潟 森澤　久美
南林（中林） 尾﨑　正俊
北の脇 濱　長惠
中林 横手　周次
林崎・日亜社宅 打樋　昌之
石仏東・志んじゃく 半瀬　恒夫
石仏西 保田　博美
見能方 山川　勝弘
才見西 三木野　文秋
才見東 中山　栄
主任児童委員 鳥海　俊江
主任児童委員 原田　利明

担当地区 氏名
東新町・西新町・中川原・車ノ口 光井　保
内町・今福寺 滝根　佳世
東仲町・西仲町 兼松　功
トノ町 ＊
第住町・玉塚 原田　晶個
寿通西・小山本・小山 髙原　美千代
寿通東・西石塚 中岡　一弘
東池田・西池田・木松 新居　正司
北通・佃町・日開野町西居内 片山　美幸
あ石・南向・滝ノ下 竹内　俊博◎
辰巳団地・宮原 津村　宜宏
日開野町中居内・筒路・領家町長田 原　恵美
日開野町南居内・居内・九反ヶ坪・谷田・七見 壽田　栄次
学原町・日開野町筒路 中川　聡
領家町天神原 桝井　雅俊
西路見町・住吉町・領家町天神原 西条　稔
出来町・原ヶ崎町・西路見町堤外 黒田　実
黒津地町 荒谷　隆文
向原町・豊益町 坂井　ヒサ子
福村町 福島　栄
畭町 中野　礼子
主任児童委員 幸田　初美
主任児童委員 木岡　恭子

担当地区 氏名
川原・郡団地 岡本　博◎
三友・井関・井関団地 河井　雅代
荒井・日の本 山田　裕
東分・中筋・南分・上の原 堀田　長城
上分・中分 安部　克幸
清水・中当・梅の本・蛭子本 佐藤　敏明
平岡 美馬　葉子
主任児童委員 湯浅　幸美
主任児童委員 角田　健造

中野島中野島          

見能林見能林        

富岡富岡　    　    

宝田宝田　     　     

＊未選出のため会長（◎）にお問い合わせください。

＊未選出のため会長（◎）にお問い合わせください。

 阿南市民生委員・児童委員協議会会長

撫養　千尋　さん

平成25年～　見能林地区民生委員
令和元年～　見能林地区民生委員会会長

　私たち民生委員・児童委員に与えられた職務は、地域住民の生活上の困り事の相談にの
り、また、生活困窮者の支援を行う事を主目的として日々活動することです。
　実際に日々の見回り活動をしている中でも、新型コロナウイルス感染が怖くて福祉施設の
デイサービスにも行けないとの声をよく聞きます。しかし、高齢者が最も避けなければなら
ないのは孤独にならない事ではないかと考えます。そのためには、毎日人との接触と、人と
人とのコミュニケーションをとる必要があります。
　私たちは、活動の中でその事を頭に入れ、訪問時にさまざまな相談事に耳を傾け、あらゆ
る生活上の相談にのり、個人では解決できない事柄を行政に繋いでいく事を目的としてい
ます。どうか訪問時にどのようなささいな事柄でも結構ですのでご相談くださいますようお
願いします。
　くわえて、市民の皆さまにお願いがあります。私たちが得ることのできる情報には個人とし
ての限界があります。近所に虐待を受けていそうな子ども、女性、お年寄りとか寝たきりに
なって困っている人等の情報を地区担当の委員までご連絡いただきますようお願いします。
　今後とも私たちの活動に皆さまのご理解ご支援を承りますよう、お願い申し上げます。

1人1人の安全安心のために

民生委員・児童委員の連絡先等は、地域共生推進課、支所、住民センター、公民館、阿南市社会福祉
協議会（☎23-7288）でご確認いただけます。

問い合わせ　地域共生推進課　☎22-3440
　令和4年12月１日、民生委員・児童委員の一斉改選が行われ、厚生労働大臣
から委嘱を受けました。
　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地
方公務員です。任期は3年で、ボランティアとして活動しています。
　また、民生委員・児童委員の一部は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に
指名されています。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
当する民生委員・児童委員です。
　民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区
域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援
やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者
世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

民生委員・児童委員のマークは、幸せの
芽生えを示す四つ葉のクローバーをバ
ックに、民生委員の「み」の文字と児童
委員を示す双葉を組み合わせ、平和の
シンボルのハトをかたどって、愛情と奉
仕を表しています。
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担当地区 氏名

明谷 岩橋　義一
大原 岩戸　敦子
上荒井 久田　哲郎◎
大谷 本田　美鈴
三倉・宮内 待田　泰信
西方（南） 久積　満智子
西方川北 澤田　利幸
本庄北、東 栗本　治郎
本庄西、中央・舟田・大津田 秋本　卓巳
主任児童委員 西改　幸
主任児童委員 阪牧　生子

担当地区 氏名
阿瀬比 穐田　裕子
北谷・南谷・新南・津ノ末・仲分 渡守　一恵
田野・藁野・蛋石谷・宮ノ本・久延・白池・新末広 甘利　フジ子
嵐谷・北山・杉谷・内田・新内田 松田　聖恵
川西・川西住宅・岡ノ鼻・井ノ口原 大石　正志
谷・大地 柿本　多加詞
中野１、２、３組 青木　千惠◎
中野４組・岡元 井口　和美
浦ノ内・中富・新中富 鎌田　美穂
竹ノ内・成松・内原西・櫛ヶ谷 丸山　嘉則
主任児童委員 田村　和子
主任児童委員 神野　久枝

担当地区 氏名

宮倉 才見　芳史
羽ノ浦第２・山分・山崎 廣常　絹子
羽ノ浦第１・中央・元町・南ノ町 芝原　澄子
浦川西・浦分 鶴羽　恵
野神 竹田　仁美
那東東、西 田中　利幸
那東原・中塚・古庄在所 長坂　美惠子
高田東、西 庄野　悦子
畭・傍示・東在所・コスモスタウン 仁木　由利子
西在所・あすみが丘 一樂　利博
岩脇原分・内手・明見 貴田岡　香
西ノ町・岩脇本町・浜側・姥ヶ原 ＊
浜ノ町・古庄新町・古庄本町・大井出 森　眞一◎
仲ノ町・北ノ町・向 岡本　美知子
古毛原分・上山路・下山路 中木　義則
春日野北 山根　誠
春日野南 程野　廣一
しらさぎ・コスモス・橋ノ本 田中　武文
西春日野 宮生　幸夫
県営27～31棟・50～54棟 ＊
県営１～９棟 程野　千代子
春日野中央（市営、林材） 多田　秀高
主任児童委員 出口　美津子
主任児童委員 ＊

担当地区 氏名
喜来・川又・貞信・谷口・清貞・友常・元信 越本　孝子
海老川・木戸・廿ヶ谷・久田・安行・岡花・西光寺 久米　秀樹
秋山・西重友・東重友 濵口　晴江
宮ノ久保・仲町・西町・西馬場 大西　益生◎
南町・北町・東町 亀井　隆代
馬場北・東馬場中、南 藤田　竜司
片山・生谷・広重 江川　栄子
常政・月夜・新富・平川内 森　浩子
入田・廿歩・下分西・下分東 尾山　正子
廿枝北、中、南 青木　秋義
主任児童委員 宮本　暁美
主任児童委員 中原　貴美子

担当地区 氏名
動々原・茶畦・西の前・元末・吉谷の一部 鏡　ひとみ
鉦打・下原・大坂・長谷川・馬路の一部 岩浅　弥生
辺川・貝谷・日の地・小野 阿部　千鶴
中連・土佐谷・羽広・実用・吉谷 南部　久美子
内歩・山下・高田・森・古毛 中山　希水
大西・古津・湊・袴・大原・土井ヶ崎 守野　進次
宮宅・中内・大谷・小谷・椿地 坂東　勝美◎
大宮・浜田・大戸・出見・赤崎 森　芳美
主任児童委員 上野　益代
主任児童委員 原田　裕子

担当地区 氏名

原・西原 春野　ひとみ
大京原・熊氏 福住　敏一◎
大京原 藤坂　秀則
古津・三栗 森本　法子

赤池西 井澤　智
赤池東 吉原　明義
上福井・中福井 香川　義昭
出島 松本　和宏
上苅屋・下苅屋・工地 佐賀　恒夫
北中島・里 葉久　正憲
西分・新町 濱口　喜隆
東町・中島団地 吉田　博明
御霊町・蛭子町 大和　覺
南中島 中野　伸政

今津浦・日向・手島 角谷　久子

色ヶ島・芳崎 芳田　雄二

八幡・敷地・豊香野 敷田　直子

黒地東 工藤　清治

黒地西 米澤　昭

小延・島尻 吉成　嘉代

江野島 杉野　康行

主任児童委員 住瀬　なほみ

主任児童委員 吉田　惠子

担当地区 氏名
鵠・袴傍示 廣瀬　春幸◎
大浦 福田　武運
中浦・江の浦・上道・下道 沖野　隆久
立石・みたけ・豊浜 阿部　史子
西浜・港・中町 糸林　千春
久保・西中 中西　達也
三城・城ノ丸 宮繁　敏美
幸野１西・幸野２・東町 田中　千代美
東栄・汐谷 形部　勇二
市営橘団地・幸野１東・新日本電社宅 中西　惠子
主任児童委員 甘利　和子
主任児童委員 江上　利子

担当地区 氏名
船頭ヶ谷・働々 船奥　豊
上地・後 玉田　久惠
横尾・庄田・高岸 武田　育展◎
須屋・平松・尻杭・蒲生田 馬詰　登行
小吹川原 田中　ゆかり
糠塚 小浜　敏也
出島 太居　容子
寺谷 井村　紀香
東 久米　道や
伊島東 川西　千重子
伊島西 伊勢　秀雄
主任児童委員 近藤　清子
主任児童委員 藤目　順子

担当地区 氏名

楠根町 国貞　裕史
深瀬町 森脇　美和
熊谷町 湯浅　弘美
吉井町 谷　京一
加茂町 谷　明美
十八女町 湯浅　博子
水井町 中田　宮子
大井町 服部　三枝子◎
細野町・大田井町 西崎　芳子
主任児童委員 湯浅　啓子
主任児童委員 武田　奈保美

担当地区 氏名
城之内・光立寺・山條・持井・上條 池田　洋一
東條１班、２班・西條 ＊
赤坂・三原・剣谷 清原　義之
三条２班・坪野・桶田 ＊
三条１班・平山・中小路 尾崎　則一◎
畑田・九之坪 遠藤　清
柴根１班、２班・渡り上り・大野原 上原　美穗子
主任児童委員 松浦　好子
主任児童委員 数藤　尚代

長生長生          桑野　桑野　          

羽ノ浦羽ノ浦      新野　新野　      

福井　福井　  

那賀川那賀川    

橘　　橘　　      

椿　　椿　　        

加茂谷加茂谷        大野大野　    　    

＊未選出のため会長（◎）にお問い合わせください。

＊未選出のため会長（◎）にお問い合わせください。




