
北　

新　

地　

区

平野　美和子 67-6677 澄川町4丁目全域
小迫　良子 68-0737 澄川町5丁目全域
渋谷　満子 67-3689 澄川町6丁目全域
新田　美恵子 67-3023 ときわ町1丁目全域
杉村　英子 67-2630 ときわ町2丁目全域
杉本　孝 67-1131 ときわ町3丁目全域、4丁目1～12
鈴木　生子 67-0164 ときわ町4丁目13～26
中林　良子 67-6388 ときわ町5丁目全域
順毛　寅和 67-1919 ときわ町6丁目全域
★中野美紀子 73-6607 北新地区全域
★葛西　薫 67-7151 北新地区全域

北　

沼　

地　

区

大槻　克二 58-2818 美沢244、植苗134～291
遠藤　哲朗 58-2126 植苗7～131
丹内　榮子 58-2306 美沢244を除く美沢全域
佐藤　和夫 55-0266 拓勇東町1丁目全域
熊谷　ひろ子 55-0649 拓勇東町2丁目全域
山端　京子 57-6616 拓勇東町3丁目、4丁目全域
髙木　奈尾美 55-4648 拓勇東町5丁目、8丁目全域
早坂　正子 57-4177 拓勇東町6丁目、7丁目全域
田村　哲子 55-0008 北栄町1丁目全域
関山　テル子 55-4801 北栄町2丁目全域
佐々木　弘美 55-6068 北栄町3～5丁目全域
加賀　富雄 55-4514 拓勇西町1丁目、2丁目全域
田丸　幹代 55-5730 拓勇西町3丁目、4丁目全域
佐藤　千惠子 82-8022 拓勇西町5丁目、8丁目全域
平塚　利惠子 57-3955 拓勇西町6丁目、7丁目全域
竹濱　友範 57-1896 沼ノ端900～927番地
多田　正之 57-7822 沼ノ端928～999番地
中原　直江 55-5462 沼ノ端中央2丁目全域
天池　和佳子 55-6143 沼ノ端中央6丁目全域
佐藤　まり子 55-4268 沼ノ端中央5丁目全域
平糠　康夫 57-5531 沼ノ端中央4丁目全域
大川　芳子 55-5168 沼ノ端中央3丁目全域
菊池　乙之 55-5938 沼ノ端中央1丁目全域、沼ノ端255～258、柏原全域
★篠原美惠子 57-2545 北沼地区全域
★高橋　智美 55-8257 北沼地区全域

錦　

岡　

東　

地　

区

横井　友子 67-4404 錦岡50～215、519～691番地(JR室蘭本線より南側)

長田　和博 61-6736
のぞみ町3丁目全域、
錦岡329～333番地(高
専より南側)

前野　一子 67-3850 のぞみ町1～2丁目全域

木村　留理 68-2778
錦岡443～459、470～
482、491～493番地(高専
より北側)(うぐいす団地)

松村　順子 68-0180 美原町1丁目全域
梶川　ヒロ子 68-0527 美原町2丁目全域
石垣　盛子 68-1368 美原町3丁目全域
佐々木　咲子 67-6118 明徳町1丁目全域
小野　由美子 68-1054 明徳町4丁目2(32)、3(24)
半澤　真佐子 67-2523 明徳町4丁目8(1)、2(33)、6(5・61・64・68)
佐藤　美智子 67-2073 明徳町4丁目4(17)、5、6(15～18、21)、7(5～9)
小野寺　球子 67-2813 明徳町4丁目7(1)、8(2～3)
徳田　美佐子 67-7129 明徳町4丁目8(4～5)、7(2)
菊地　美穂子 84-3790 錦岡2～34番地
★佐々木美樹子 68-0758 錦岡東地区全域
★宮高　信一 67-7566 錦岡東地区全域

豊　

川　

地　

区

岸下　準
090-
2173-
7663

豊川町4丁目7～14、糸井
309、342～344、401～
402、446、451番地

平山　修 73-5228
有珠の沢町1～2丁目
全域、高丘56番地、
豊川町1丁目5～7

前　裕美子 73-5413 有珠の沢町3丁目全域、4丁目1～8、10～12
内田　仁 73-5979 有珠の沢町4丁目9、12～23、5丁目4～6、11～12
鈴木　一恵 74-4498 有珠の沢町5丁目1～3、7～10、13～25
小形　誠也 72-3284 有珠の沢町6丁目全域
西　利雄 76-1090 有珠の沢町7丁目全域、糸井407番地、高丘60番地
結城　憲夫 75-0700 桜坂町全域
野村　美雪 73-7199 桜木町1丁目1～5、10～24
畠山　信子 72-7532 桜木町1丁目6～9、2丁目1、8～10、25～26、29～31
片山　秀子 72-7214 桜木町2丁目2～7、11～24、27～28
渡辺　賢一 74-5928 桜木町3丁目全域
中島　つかさ 73-1788 桜木町4丁目全域
平山　あつ子 73-3502 日新町1丁目全域
中山　恵三 72-7673 日新町6丁目全域

阿曽　靜子 74-8153
日新町2丁目1～2、6(2～
7)、7、5丁目１(1～15、28
～33)、2(1)、3(40～43)

熊谷　千津子 72-4091 日新町2丁目3～5、6(9～24)、5丁目3（1～39）
★佐藤百合子 73-9688 豊川地区全域
★杉浦　佳子 73-3267 豊川地区全域

勇　

払　

地　

区

成田　さよ 55-2474 沼ノ端42～49番地、東開町6丁目全域
佐藤　雅惠 57-8686 東開町１丁目全域
中島　泰子 55-2229 東開町5丁目1(公住を除く)、2～15
出村　敏男 55-1416 東開町2丁目全域、4丁目1～2、5丁目1公住
上田　志津枝 57-2514 東開町4丁目5～9、13～15、18～20

上田　恵二
090-
6997-
8249

東開町3丁目1～8、
15～18、4丁目10～
12、16～17、21

竹内　政司 57-1875 東開町3丁目9～14、19～21、4丁目3～4

鈴木　健一 56-0174
勇払130～131、133
～141、143～144、
151、262～263番地

河島　登美子 56-1745 勇払8～14番地
成田　敏子 56-1930 勇払15～23、154～158番地
五十嵐　豊 56-0677 勇払32、132、142番地
奥澤　信子 56-1081 勇払24～30、33～35番地
佐々木　雅栄 56-0755 勇払1～7、36～50番地
★金子屋博典 57-2496 勇払地区全域
★上杉真由美 56-2233 勇払地区全域

錦　

岡　

西　

地　

区

若山　照子 67-6198 明徳町2丁目1～22
辻　慶子 67-3869 明徳町2丁目23～29、3丁目1～9
辻　冨雄 67-3869 明徳町3丁目10～26、錦岡495番地
田原　雄平 67-0511 青雲町2～3丁目全域
勝田　ヨネ子 68-6523 青雲町1丁目全域
伊藤　慶子 67-2263 宮前町1～2丁目全域
籾山　信明 67-7018 宮前町3～5丁目全域
春日　優子 67-0839 もえぎ町全域

松神　繁俊 67-4209
錦岡521、528～529、
544～550、573(バイパ
スより北側)、574番地

小泉　慧子 67-2381 錦岡523、531、573番地(バイパスより南側)
桐生　雅子 67-7733 錦岡270、901番地

森　幹弘 68-5175

樽前97、102～207、
216～233、394(一部
東側)、401～433番地
(樽前ハイランド道から
道央佐藤病院・樽前観
音寺を含む東側)

寺澤　春美 67-2345
樽前6～93、99、277～
373、394(一部西側)、
453～458番地(樽前ハイ
ランド道より西側)

★戸出　照美 67-7897 錦岡西地区全域
★中島　一枝 68-0562 錦岡西地区全域

し　

ら　

か　

ば　

地　

区

阿部　先夫 73-2462 日新町3丁目2、3(1～4)
村上　和夫 74-7584 日新町3丁目3(5～6)、4～6、4丁目

5(1を除く)、6～10、糸井287番地
山口　和子 72-2143 日新町4丁目2(9～10)、3、4(1～5、7)
山口　紀子 75-8944 日新町4丁目1、2(1～8)
丹羽　千代美 73-5541 日新町4丁目4(6、8～13)、5(1)
田口　英和 080-5594

-7529
日新町4丁目11(1～
4、9～11)

植田　百合子 72-6547 日新町4丁目11(5～8、12～14)
髙瀬　好保 74-2280 日新町5丁目1(もみじハイツより北側)、2(9～16)、4～16
工藤　幸子 74-6871 しらかば町1丁目1～5、9(1、11～13)、12～21
水谷　三枝子 74-4977 しらかば町6丁目1～6、8～15
柏木　美知子 75-2601 しらかば町6丁目7、16～28

丹羽　則行 74-3625
しらかば町1丁目6～8、
9(4～7)、10～11、2丁
目1～3、6丁目29～33

吉岡　和哉 74-5471 しらかば町2丁目4～17
柴田　泰子 72-0211 しらかば町5丁目全域
尾崎　文子 73-3831 しらかば町3丁目1～12、19～23
永岡　弘子 75-0834 しらかば町3丁目13～18、24～32
山本　勇治 73-1940 しらかば町4丁目1～11、16～21
加藤　公一 73-1738 しらかば町4丁目12～15、22～26
小柳　隆 73-6199 川沿町1丁目全域
保田　勝 73-1705 川沿町2丁目全域、4丁目全域
佐々木　和江 73-2214 川沿町3丁目全域
太田　榮一 72-2804 川沿町5丁目全域
山際　裕子 72-7009 川沿町6丁目全域
★熊谷　牧子 72-7344 しらかば地区全域
★池田　容子 72-2703 しらかば地区全域

地区・氏名 電話 担当地区

地区・氏名 電話 担当地区

地区・氏名 電話 担当地区

糸　

井　

地　

区

高橋　幸憲 73-7695 日吉町1丁目全域、4丁目1～3、6～7
牧田　芳野 74-3589 日吉町2丁目全域
田村　倫子 74-0482 日吉町3丁目1～8、4丁目4～5、10
堤川　由美子 73-6020 日吉町3丁目9～16、4丁目12
池内　和子 74-5563 日吉町4丁目8～9、11、13～27
北川　美枝子 74-3179 日吉町4丁目28～29
工藤　利昭 74-5204 有明町1丁目全域、光洋町1丁目1～11
飯島　由香 74-4396 光洋町1丁目12～17、2丁目全域
伊藤　博子 73-6402 光洋町3丁目1～11、13(公住除く)
池田　忠孝 75-8873 光洋町3丁目14～19、20(公住)
坂井　真弓 73-3572 光洋町3丁目12～13(公住)

木戸　多江子 74-0118
永福町1丁目全域、糸
井148-1と149-98番
地を結ぶ区域より南側

山口　マリ子 73-8392 永福町2丁目1～3、8～10、13(10～16)
保浦　昌子 72-9844 永福町2丁目4～7、11～13(17～28)

両角　縁 73-2314
糸井141～145-18、糸
井148-1と149-98番地
を結ぶ区域より北側

奥原　忻子 73-9625 糸井64～135番地(国道36号線より南側)
乃村　啓子 72-0524 有明町2丁目全域、小糸井町1丁目全域
★大塚　弘子 72-8458 糸井地区全域
★森　まゆみ 74-0331 糸井地区全域

豊
川
地
区

武田　真理子 74-0367 豊川町1丁目1～2、2丁目全域
伊藤　芳夫 74-2547 豊川町3丁目1～20、26～28
役田　毅 73-4094 豊川町3丁目21～25、4丁目1～6

北　

新　

地　

区

上田　涼子 74-2235 柏木町1丁目全域
佐々木　哲 74-1200 柏木町2丁目全域
中野　百合子 74-7376 柏木町3丁目全域
上西　宏 77-5203 柏木町4丁目全域
織田　通 72-6290 柏木町5丁目全域
田代　龍男 73-0009 柏木町6丁目1～11
山端　勝也 73-1704 柏木町6丁目12～21
竹花　富子 75-2903 はまなす町1～2丁目全域、糸井376～377、382番地
北口　美智子 72-5579 宮の森町1丁目全域、2丁目1～12、糸井383番地
福田　義實 73-5587 宮の森町2丁目13～28、糸井388、392番地
平　拓 67-2624 澄川町1丁目全域
加納　美己 67-4624 澄川町2丁目全域
武内　睦子 67-5896 澄川町7丁目全域
吉村　新市 67-2838 澄川町8丁目全域
菅原　實 67-3467 澄川町3丁目全域

新しい民生委員児童委員と  主任児童委員が決まりました 主任児童委員が決まりました 詳細　社会福祉課　 32-6354

皆さんの暮らしを支援するための一番
身近な相談員です。困りごとや心配ご
と相談、福祉サービスに関する情報提
供、援助を必要とする相談には皆さん
の立場に立って対応します。

民生委員児童委員とは？

地域の児童福祉に関することを専門的
に担当する児童委員です。子どもたち
が健やかに育つように見守り手助けを
し、児童相談所などの公的機関と連携
しています。

主任児童委員とは？

民生委員児童委員・主任児童委員名簿
★＝主任児童委員
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