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15 広報とまこまい　平成２２（２０１０）年・１２月

福祉に関することや心配ごとなどでお困りの方は担当地区の民生委員児童委員に、児童福祉

担当地区℡地区・氏名
錦町全域３２-８４１６乾　與造

中

央

地

区

表町１～２丁目全域３２-８０８８大澤　千壽子
王子町全域（１丁目１、６、３
丁目１～２、６を除く）３５-１４２１高橋　ともみ
大町全域３４-８９４５関　 登美子
寿町１丁目全域３３-６５８１宇津木　とも子
寿町２丁目全域３３-８１００後藤　郁子
本町１丁目全域、本幸町１丁目
全域・２丁目１の一部・２丁目３３２-２５６９工藤　由美子
本町２丁目全域３４-４０２９脇田　貴美恵
幸町１丁目全域、本幸町２
丁目１の一部、２丁目２３６-３０４０尾野　幸子
幸町２丁目全域３２-２８２８竹中　麗子
栄町１丁目全域、２丁目３３４-９３３９佐々木 八千代
栄町３丁目全域・２丁目１～
２、４～５３４-３０２８山家　由紀子
高砂町１丁目全域３６-４７６１平林　藤美
高砂町２丁目１～２、７３２-４４１１鈴木　敏之
高砂町２丁目３～６３２-３５０４奈良　泰子
中央地区全域３２-４３９１★山岸　陽子

(代行）
中央地区全域３２-４３９１★山岸　陽子

旭町１丁目全域・２丁目１、３（４）３３-４８２９加藤　一男

南

地

区

旭町２丁目４～９、３（２４）３４-０３６０石塚　茂子
旭町２丁目２３４-６３３８佐々木　榮子
旭町３～４丁目全域３６-７１６５木村　千鶴子
末広町１丁目１、６、８～１１、
港町全域３４-４５８０木村　裕子
末広町１丁目２、７３４-４５７９黒瀧　和代
末広町１丁目３～５、１３～１６３２-９０９６新田  美智子
末広町１丁目１２（公住下２
桁０１号～１２号）３６-５１５８伊藤　由紀子
末広町１丁目１２（公住下２
桁１３号～２７号）、２０～２１３３-９３９１森利口　雅子
末広町１丁目１８～１９・２丁
目１～２、１０～１１、１３３２-３２７９石井　政子
末広町２丁目３～９、１２・３丁
目全域３２-２７５２上野　久仁子
汐見町１～２丁目全域３２-９９２１萩澤　忍
汐見町３丁目１、７～１５３４-４５９７稲津　英子
汐見町３丁目２～６、１６～１７３４-４６７５君成田　和子
南地区全域３２-４８２１★�橋　裕美
南地区全域３６-７２５１★安保　寿子
船見町１丁目全域、一本松
町全域、晴海町全域、入船
町１～２丁目全域

３３-５４７８鈴木　節子

東

地

区

船見町２丁目全域、入船
町３丁目全域３３-４１３３内潟　恵美子
新中野町１丁目全域３２-４７３３�橋　和子
新中野町２丁目１～１０、１３
～１４３５-５８４６斉藤　咲子
新中野町２丁目１１～１２、１５
～１９３３-５５０３佐々木　洋子
新中野町３丁目１～８３４-０５０９関　志津子
新中野町３丁目９～２０３３-０５８７小館　晶子
元中野町１丁目全域・２丁
目１～３、１２～１４、２０～２２３３-６７１０高橋　正夫
元中野町２丁目４～１１、１５
～１９、２３～２４３６-０３５１日下　恒一
元中野町３丁目全域３４-００５０小林　充
元中野町４丁目全域３４-２６７１村上　登
表町３～６丁目全域、王子
町１丁目１、６・３丁目１～２、６３６-８７００近藤　多恵子

若草町２丁目全域・５丁目
５～６３６-０７８４尾形　勝（代行）
若草町３～４丁目全域３６-０７８４尾形　勝
若草町１丁目全域３２-２０５７鷹栖　理晴
若草町５丁目１～４、７～１２３２-２０５７鷹栖　理晴（代行）
東地区全域３４-４６３９★加藤　美千代
東地区全域３６-３０５２★高木　利江
元町１丁目１～２、８～１０、矢
代町１丁目１～２７２-８９３０佐藤　徹

西

地

区

元町１丁目３～７、矢代町１
丁目３～６７２-０１３１佐々木　修三
元町２丁目全域・３丁目１、９
（１～４）、矢代町２丁目１～
５・２丁目７～１２

７４-５９３０荒関　恵子

浜町１丁目全域７２-４３５８本間　善意
浜町２丁目全域７４-３０３４木戸　千雅子
白金町全域７４‐３６４０吉田　悦子
弥生町２丁目１～２、６、９
（１～３、６号棟）７２‐２６９６松山　律子
弥生町２丁目３-１７３‐８０７０片岡　温子
弥生町２丁目５、１１～１２７４‐９１８４永井　信行

市政トピックス市政トピックス

担当地区℡地区・氏名
弥生町１丁目全域・２丁目７
～８、９（４～５号棟）、２０～２２７４‐４５７７荒坂　のぶ子

西

地

区

弥生町２丁目１３～１６７４‐１６９１箱山  千恵子
弥生町２丁目１７、１８、１９（２
～５）７４‐９９６１押切　順子
弥生町２丁目４-１７２‐３５５９吉村　誠
矢代町１丁目７～９・２丁目
１３～１４・３丁目全域７２‐８４９４中島　浩子
西地区全域７３‐０１２６★工藤 エリ子
西地区全域７２‐３４２６★橋本 希吏子
青葉町１丁目１～２、５７２‐５９８２桐木  時子

大

成

地

区

青葉町１丁目３・２丁目１、
７～９７６‐０１１８江村  茂昭
青葉町１丁目４、６７３‐５１７０工藤　幸子
青葉町２丁目４、１０～１４７４‐２７８６佐々木　文夫
青葉町２丁目２～３、５～６７５‐６８１０宮本  安子
新富町１丁目全域、元町３丁
目全域（１、９の１～４を除く）７２‐４８０３藤田　トマ子
新富町２丁目全域７４‐４７２５澤井　美幸
大成町１丁目１（公住除く）、
７（公住除く）、１１～１２、１３
（公住除く）

７３‐４９９０黒田　知子

大成町１丁目２～６７２‐１５０６大崎　孝子
大成町１丁目１４（１、４号棟）７２‐２１６７中村　陽子
大成町１丁目１４（２号棟）７２‐６５７７福澤　恵美子
大成町１丁目１４（３号棟）７３‐３７２３佐々木　悟
大成町２丁目全域７２‐３０４５須藤　明美
大成町１丁目１（１～２号棟）７６‐８５２０桶口　秀男
大成町１丁目７（１～２号棟）、８７５‐５７７１加藤　淳子
大成町１丁目９７４‐７５１９上村　千代子
大成町１丁目１０、１３（１）７５‐４３８７中村　一郎
大成地区全域７２‐９４６５★秋元　達子
大成地区全域７４‐５１６７★中原　洋子
北光町１丁目全域・２丁目１～６７３‐０５７１松井　幸子

山

手

地

区

北光町２丁目７～１５７３‐５８１７藤田　初美
北光町３丁目３～４、１１～１２７５‐１８８９湯原　昭雄
北光町３丁目５～１０７３‐５１０４伊藤　正人
北光町３丁目１～２・４丁目
１～２７４‐６２３７畠山　瑞枝
北光町４丁目６～１２７３‐６２４６南　ヨシエ
山手 町１丁 目１～２、１１～１２、
高丘５５（王子緑化）７２‐４６１８佐川　光彦
山手町１丁目６～９７４‐５７０２�橋　雅子
山手町１丁目３～５・２丁目
１～３、７～８、９（４）７２‐１０３６松尾　角雄
山手町２丁目４～６、１１～１５７３‐４５７４眞崎　雅子
山手町２丁目９（１）北側全
１０階７４‐５７０２�橋　雅子（代行）

山手町２丁目９（１）東側全
９階７３‐４５７４眞崎　雅子（代行）

北光町４丁目３～５、１３～１６７５‐５７７０小塚　浩二
山手地区全域７３‐４５４２★塩野　仁
山手地区全域７２‐１８７２★渡邊　裕己

啓北町１丁目１～５、１３～１６７２‐５６８４花井　孝男

花

園

地

区

啓北町１丁目６～１２７４‐４２１０小林　幸子
啓北町２丁目１～６７２‐８９２４佐々木　陽子
啓北町２丁目７～１２７４‐０２２８青山  覚
花園町１丁目全域７３‐４２２４堀　雅子
花園町２丁目１～３、６～９、１１７３‐８２９０佐藤　郁子
花園町２丁目４～５、１２７３‐６２２２星野　尚
花園町３丁目１～９７５‐６５００高橋　真理子
花園町３丁目１０～１６７４‐２５０９佐藤　智子
花園町４丁目１～５、７～８７４‐３８９０中小田　鈴子
花園町４丁目６、９～１４７４‐８１０５榎本　郁子
見山町１丁目１～２、６・２丁
目１～２、１１７３‐６８３３柴田　博昭
見山町１丁目３～５、７～１２７４‐９８６５佐藤　美智子
見山町２丁目３～１０７３‐９０５３村舘　幸子
見山町３丁目１～６７４‐１７１８田鎖　靖規
見山町３丁目７～１２７４‐１８９４川村　峰子
見山町４丁目１～１０７３‐６５６４中村　美知子
見山町４丁目１１～１５、松
風町全域７４‐５７５０桑田　レイ子
花園地区全域７３‐１０２４★深瀬　良子
花園地区全域７３‐６６７３★戸村　綾子

木場町２丁目１～５、１４～１７３４‐８２６２飛谷　けい子緑
ケ
丘
地
区

木場町２丁目６～７、１２～１３、
１８～１９３３‐５９０２川村　良吉
木場町２丁目８～１１、２０～
２１・３丁目１～２、９～１０３６‐４７０７萩澤　美恵
木場町３丁目３～８、１１～１３３４‐８２５０門馬  志津子

担当地区℡地区・氏名
木場町１丁目１～２、緑町２
丁目１～７３４‐１１５５近藤　利夫

緑

ケ

丘

地

区

緑町２丁目８～１２、２１～２４３６‐４６５０児玉　千代子
緑町２丁目１３～２０３４‐０９２８高森　美枝子
緑町１丁目１～２、１４～１７、
２３～２６３２‐５０３５二階堂 久美子
緑町１丁目５～１１、２０３６‐９６８５佐藤　陽子
緑町１丁目３～４、１２～１３、
１８～１９、２１～２２、２７～２９３４‐０４２８山田　留美子

春日町１丁目３２‐７７９４藤谷　和弘
春日町２丁目１～４、１３～１５３４‐２３４２守屋　真理子
春日町３丁目１～３、９～１４３５‐７１１０伊藤　恵
春日町２丁目５～１２、１６～１９３７‐１４９５松永　悦雄
春日町３丁目４～８、１５～１６３６‐０１５２福島　美幸
清水町全域３２‐６０３６宮崎　千絵子
緑ケ丘地区全域３３‐１５７５★野下 久美子
緑ケ丘地区全域３７‐９６２０★喜多　新二
双葉町１丁目１～１３３４‐７３２６佐藤　すみ子

双

葉

地

区

双葉町１丁目１４～２２３２‐８７７１今井　アツ子
双葉町２丁目１～１０３４‐４６１４佐々木　久子
双葉町２丁目１１～１８３５‐０６７２高谷　敏勝
双葉町３丁目１～１６３５‐０００５生田　千代子
双葉町３丁目１９～２６３３‐５８２４岡田　玲子
音羽町１丁目１～７３４‐８４７１中藪　和子
音羽町１丁目８～１８３４‐０４５６佐藤　和子
音羽町２丁目１～８３２‐２２５２佐々木　重子
音羽町２丁目９～１９３６‐７７４９松田　公子
住吉町１丁目１、４（１～４号棟）３４‐５３１８斎藤　京子
住吉町１丁目３（５）、５～１０３４‐００７２村上　明子
住吉町２丁目１～２、３（１～
４）、４～７３８‐０２７２三浦　孝雄
住吉町１丁目４（５～８号棟）３４‐８５９７笹田　利子
住吉町２丁目３（５～６号棟）、
８～１５３３‐１７２７八島　啓子
三光町５丁目７（１～１３）、泉町
１丁目１～６・２丁目１～２、３（１２
～１３を除く）、４～５

３４‐０２１９佐藤　悦子

住吉町１丁目２、３（１～４）３２‐５６８８曽賀　ヒロミ
泉町２丁目６～８、高丘６（ザ
スプリングス高丘）、８（ザ
スプリングス高丘）、９、１０
（演習林を除く）、１８、１９、
２７、２８、３１、３２、４１

３２‐９５１０柏倉　久子

双葉地区全域３２‐８６８８★丹野　由紀子
双葉地区全域３６‐７８８８★田澤　薫
美園町１丁目全域３３‐８６７４北井　正栄

鉄

北

地

区

美園町２丁目１～９３３‐５９２６山田　久美子
美園町２丁目１０～１８３６‐１４１０川本　正俊
美園町３丁目１～７３７‐１５５１石坂　慶子
美園町３丁目８～１８３４‐２７３６田中　朋子
美園町４丁目１～１３、、２７～２９３６‐７７０３有本　定巳
美園町４丁目１４～２６、高丘
５～６（出光社宅、トヨタ社
宅）、１０（演習林）

３２‐４９６０小林　宏恵

泉町１丁目７～１１・２丁目
３（１２～１３）３２‐５５８８秋山　登美子
泉町１丁目１２～１５、高丘
６（３２、３３）、８（３、６、８）３４‐９１５６中山　京子
三 光 町５丁 目７（２１（３８～
７２））、２２～２６３４‐３０８９池田  広子
三光町１丁目１～２、５～１３・
６丁目全域３５‐５４７１齊藤　利江
三光町１丁目３～４・２丁目
１～１６３３‐０５８９芥川　和子
三光町２丁目１７～２４３４‐０１０８山内　敏郎
三光町２丁目２５・３丁目１２～１７３７-３３３８米本　浩子
三光町３丁目１～１１、１８～２２３４-９８６８前田　きみ子
三光町４丁目全域３４-１０８９前田　寿子
三光町５丁目１～５、８～２０、
２１（１～３５）３５-５２３９野崎　正人
日の出町１丁目全域３３-４０２４近藤　強
日の出町２丁目全域３２-６４２７佐々木　純子
鉄北地区全域３７-９５６６★大村　千佳
鉄北地区全域３５-３９５５★福井　洋幸

★＝主任児童委員
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？

新しい民生委員児童委員と

民生委員児童委員・主任児童委員名簿
Topics

市

政

ト

ピ

ッ

ク

ス

民生委員児童委員・主任児童委員名簿
★＝主任児童委員

担当地区℡地区・氏名
明野新町１丁目全域５７-１５４３鈴木　俊文

北

地

区

明野新町２丁目全域５５-５３５０加藤 　芳輝
明野新町５丁目全域５２-１６４０奈良　みや子
明野新町４丁目全域５５-５０９５田中　みよ子
明野新町３丁目全域５５-２３０４池田　寛子
明野新町６丁目全域５５-０４３６山内　西子
柳町１～３丁目全域・４丁目
１～９５７-４４５６真壁　富美子
柳町４丁目１０～１９５５-２１３２阿部　のぶ子
新開町全域５５-０３８６古谷　召次
明野元町全域、あけぼの
町全域５５-２２４３重本　清
新明町１～３丁目全域・４丁目
２１～２２・５丁 目１～２、１４、１６、
２８～２９

５５-４３７６上坂　悦一

新明町４丁目１、１２～１４、１８～２０５５-２７８２清川　清
新明町４丁目２～１１、１５～１７５５-４２８８中澤　勇次郎
新明町５丁目１７～２７５５-１６４８鹿嶋　恭子
新明町５丁目３～１３、１５５５-４３７６上坂　悦一（代行）
北地区全域５５-４４６１★岡部　敦子
北地区全域５５-５６３３★菅原 ひろ子
美沢５、６、１０～１３、２０、５２
～５７、１０２～１１２・植 苗７
～１３１（中央・遠浅地区）

５８-２１２６遠藤　哲朗

北

沼

地

区

植 苗１３４～１７２、１９２～
２９１（南地区）５８-２８１８大槻　克二
美 沢７、８、２２～２５、７０～
８８、１１４～２５７、植 苗１８４
～１８６（北・美沢地区）

５８-２３０６丹内　榮子

拓勇東町１丁目全域５５-４８０１関山　テル子
拓勇東町２丁目全域５５-０６４９熊谷　ひろ子
拓勇東町３・４丁目全域５７-６６１６山端　京子
拓勇東町５・８丁目全域５５-０２６６佐藤　和夫
拓勇東町６・７丁目全域５７-４１７７早坂　正子
北栄町１・２丁目全域５５-０００８田村　哲子
北栄町３～５丁目全域５５-０９３３大泉　名智子
拓勇西町１・２丁目全域５５-４５１４加賀　富雄
拓勇西町３・４丁目全域５５-５７３０田丸　幹代
拓勇西町５～８丁目全域５７-４１７７早坂　正子（代行）
沼ノ端９００～９２７５７-１８９６竹濱　友範
沼ノ端９２８～９９９５７-７８２２多田　正之
沼ノ端２３、２５、３３、２５５～
２５８、柏原５５-５３３８菊池　健
沼ノ端６００～６１９５５-６１４３天池　和佳子
沼ノ端６２０～６２２５５-３７６２�野　恵美子
沼ノ端１００、６２３～６３９５５-０２４０堀川　昭一
沼ノ端６４０～６５４５５-５１６８大川　芳子
沼ノ端６５５～６６９５５-５９３８菊池　乙之
北沼地区全域５７-２５４５★篠原　美惠子
北沼地区全域５５-４２６８★佐藤 まり子
沼ノ端４２～４９、東開町６丁目全域５５-２９６３池田　美知子

勇

払

地

区

東開町１丁目全域５７-８６８６佐藤　 雅惠
東開町５丁目１（公住除く）、２～１５５５-２２２９中島　泰子
東開町２丁目全域・４丁目
１～２・５丁目１の公住５５-１４１６出村　敏男
東開町４丁目５～９、１３～１５、１８～２０５５-４７９２山田　順子
東開町３丁目１～８、１５～１８・
４丁目１０～１２、１６～１７、２１５５-２４８２吉田　幸子
東開町３丁目９～１４、１９～
２１・４丁目３～４５７-１８７５竹内　政司
勇払１３０、１３１、１３３～１４１、
１４３、１４４、１５１、２６２、２６３５６-０１７４鈴木　健一
勇払８～１４５６-１７４５河島　登美子
勇払２４～３０、３３～３５５６-１０８１奥澤　信子
勇払３２、１３２、１４２５６-０６７７五十嵐　豊
勇払１５～２３、１５４～１５８５６-０４５２天谷　たつえ
勇払１～７、３６～５０５６-１６７２吉田　俊浩
勇払地区全域５７-２４９６★金子屋 博典
勇払地区全域５６-２２３３★上杉　真由美
日吉町１丁目全域・４丁
目１～３、６～７７３-６０１４平目　勝糸

井
地
区

日吉町２丁目全域７４-３５８９牧田　芳野
日吉町３丁目１～８・４丁
目４～５、１０７４-０４８２田村　倫子

広報とまこまい　平成２２（２０１０）年・１２月 14

に関することは主任児童委員（★）にお気軽にご相談ください（秘密・プライバシーは守ります）

担当地区℡地区・氏名
日吉町３丁目９～１６・４丁目１２７３-６０２０堤川　由美子

糸

井

地

区

日吉町４丁目８～９、１１、１３～２７７４-５５６３池内　和子
日吉町４丁目２８、２９７４-３１７９北川　美枝子
有明町１丁目全域、光
洋町１丁目１～１１７４-５２０４工藤　利昭
光洋町１丁目１２～１７・２
丁目全域７５-６７７２久木  朋子
光洋町３丁目１～１１、１３
（公住除く）７３-６４０２伊藤　博子
光洋町３丁目１４～２０７４-０８６８河本　勲
光洋町３丁目１２～１３（公住）７３-３５７２坂井　真弓
永福町１丁目全域、糸
井１４８-１と１４９-９８を 結
ぶ区域より南側

７４-０１１８木戸　多江子

永福町２丁目１～３、８～１０、
１３（１０～１６）７３-８３９２山口　マリ子
永福町２丁目４～７、１１～１３
（１７～２８）７２-９８４４保浦　昌子
糸 井１４１～１４５-１８、１４８-１と
１４９-９８を結ぶ区域より北側７３-２３１４両角　縁
糸井６５～１３５（国道３６号よ
り南側）７３-９６２５奥原　忻子
有明町２丁目全域、小糸
井町１丁目全域７２-０５２４乃村　啓子
糸井地区全域７２-８４５８★大塚　弘子
糸井地区全域７４-０３３１★森　まゆみ
豊川町１丁目１～２・２丁目全域７４-０３６７武田　マリ子

豊

川

地

区

豊川町３丁目１～２０、２６～２８７４-２５４７伊藤　芳夫
豊川町３丁目２１～２５・４
丁目１～６７３-４０９４役田　毅
豊川町４丁目７～１４、糸
井３０９、３４２～３４４、４０１～
４０２、４４６、４５１

７６-４１２５木寺　冠司

有珠の沢町１～２丁目全域
、高丘５６７３-５２２８平山　修
有珠の沢町３丁目全域・４丁目
１２～１９、豊川町１丁目３～７７２-０９９８片野　良子
有珠の沢町４丁目１～１１、
２０～２１７３-５９７９内田　仁
有珠の沢町５丁目全域７４-４４９８鈴木　一恵
有珠の沢町６丁目全域７２-３２８４小形　誠也
有珠の沢町７丁目全域、糸
井４０７、高丘６０７６-１０９０西　利雄
桜坂町全域７５-５１７６菅原　要一
桜木町１丁目１～５、１０～２４７２-８３８４渡部　裕子
桜木町１丁目６～９・２丁目１、
８～１０、２５～２６、２９～３１７２-７５３２畠山　信子
桜木町２丁目２～７、１１
～２４、２７～２８７２-７２１４片山　秀子
桜木町３丁目全域７４-５９２８渡辺　賢一
桜木町４丁目全域７６-０８８５小笠原　郁子
日新町１丁目全域７３-３５０２平山　あつ子
日新町６丁目全域７２-７６７３中山　恵三
日新町２丁目１～２、６（６Ａ～６
Ｄ）、７・５丁目１（もみじハイツ
より南側）、２（１）、３（４１～４３）

７２-９３８９山崎  美智子

日新町２丁目３～５、６（７Ａ～
７Ｄ）・５丁目３（４１～４３除く）７２-４０９１熊谷　千津子
豊川地区全域７３-９６８８★佐藤 百合子
豊川地区全域７３-３２６７★杉浦　佳子
日新町３丁目２、３（１～４）７３-２４６２阿部　先夫

し

ら

か

ば

地

区

日新町３丁目３（５～６）、４（１
～３）・４丁目５（１を除く）、６
～１０、糸井２８７

７４-５２６１伊藤　朋

日新町４丁目１、２（１～８）７２-２１４３山口　和子
日新町４丁目２（９～１０）、３、
４（１～５、７）７５-８９４４山口　紀子
日新町４丁目４（６、８～１３）、５（１）７３-５５４１丹羽  千代美
日新町４丁目１１（１～４、９～１１）０８０-５５９４

-７５２９田口　英和
日新町４丁目１１（５～８、
１２～１４）７２-６５４７植田　百合子
日新町５丁目１（もみじハイツ
より北側）、２（９～１６）、４～１６７３-１６６８徳弘　征智
しらかば町１丁目１～５、
９（１、１１～１３）、１２～２１７４-６８７１工藤　幸子
しらかば町６丁目１～６、８～１５７４-４９７７水谷　三枝子
しらかば町６丁目７、１６～２８７５-２６０１柏木　美知子
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

７２-７７４０�橋　匡子

しらかば町２丁目４～１７７４-５４７１吉岡　和哉
しらかば町５丁目全域７２-８３９２白石　順子
しらかば町３丁目１～
１２、１９～２３７２-４２１０関根　純一
しらかば町３丁目１３～
１８、２４～３２７２-４９０４熊谷　不二枝
しらかば町４丁目１～１１、１６～２１７５-０５４６越智　絢子

担当地区℡地区・氏名
しらかば町４丁目１２～１５、２２～２６７３-１７３８加藤　公一

し
ら
か
ば
地
区

川沿町１丁目全域７３-６１９９小柳　隆
川沿町２丁目全域・４丁目全域７３-１３９２岡村　悦子
川沿町３丁目全域７３-２２１４佐々木　和江
川沿町５丁目全域７４-１１９８岩川　正澄
川沿町６丁目全域７４-８８４０笹谷　侑一
しらかば地区全域７２-７３４４★熊谷　牧子
しらかば地区全域７２-２７０３★池田　容子
柏木町１丁目全域７４-２２３５上田　涼子

北

新

地

区

柏木町２丁目全域７４-１２００佐々木　哲
柏木町３丁目全域７２-３６８９細野　正博
柏木町４丁目全域７４-３３７６佐藤　節子
柏木町５丁目全域７２-６２９０織田　通
柏木町６丁目１～１１７３-０００９田代　龍男
柏木町６丁目１２～２１７４-０１１２江谷　順子
はまなす町１～２丁目全
域、糸井３７６～３７７、３８２７５-２９０３竹花　富子
宮の森町１丁目全域・２
丁目１～１２、糸井３８３７２-５５７９北口　美智子
宮の森町２丁目１３～２８、
糸井３８８、３９２７４-９２７０菊地　律子
澄川町１丁目全域６７-２６２４平　拓
澄川町２丁目全域６７-３４５２久保　八重子
澄川町７丁目全域６７-５８９６武内　睦子
澄川町８丁目全域６７-２８３８吉村　新市
澄川町３丁目全域６７-６０７９古宇田　圭子
澄川町４丁目全域６７-６６７７平野　美和子
澄川町５丁目全域６８-０７３７小迫　良子
澄川町６丁目全域６７-３６８９渋谷　満子
ときわ町１丁目全域６７-３０２３新田　美恵子
ときわ町２丁目全域６７-２６３０杉村　英子
ときわ町３丁目全域・４丁目１～１２６７-１１３１杉本　孝
ときわ町４丁目１３～２６６７-０５０２松田　溢子
ときわ町５丁目全域６７-６３８８中林　良子
ときわ町６丁目全域６７-１９１９順毛　寅和
北新地区全域７３-８００１★宮野　悦子
北新地区全域６７-７１５１★葛西　薫
錦 岡５０～２１５、５１９～６９１
（ＪＲ室蘭本線より南側）６７-４４０４横井　友子

錦

岡

東

地

区

のぞみ町３丁目全域、錦岡３２９
～３３３（高専より南側）６７-６１３１長田　和博
のぞみ町１・２丁目全域６７-３８５０前野　一子
錦岡４４３～４５９、４７０～４８２、
４９１～４９３（高専より北側）
（うぐいす団地）

６８-６３２０下村　幸恵

美原町１丁目全域６８-０１８０松村　順子
美原町２丁目全域６８-０５２７梶川　ヒロ子
美原町３丁目全域６８-１３６８石垣　盛子
明徳町１丁目全域６７-６１１８佐々木　咲子
明徳町４丁目７（２）、８（４～５）６７-５１６３豊田　優子
明徳町４丁目６（５・６１・６４・
６８）、７（５～９）６７-２５２３半澤　真佐子
明徳町４丁目３（２４）、４（１７）、
５、６（１５～１８）６７-２０７３佐藤　美智子
明徳町４丁目７（１）、８（２～３）６７-２８１３小野寺　球子
明徳町４丁目１、２（３２・３３）、３（２４
以外）、４（１７以外）、８（１）、９６７-４２１４柿本　冨太郎
錦岡２～３４６７-１５１７高柳　しげ子
錦岡東地区全域６１-４０８５★内田　和行
錦岡東地区全域６７-７５６６★宮高　信一
明徳町２丁目２３～２９・３丁目１～９６７-１６６５尾崎　徹

錦

岡

西

地

区

明徳町２丁目１～２２６７-６１９８若山　照子
明徳町３丁目１０～２６、
錦岡４９５６７-３８６９辻　冨雄
青雲町１丁目全域６７-０５１１田原　雄平
青雲町２～３丁目全域６８-６５２３勝田　ヨネ子
宮前町１～２丁目全域６７-２２６３伊藤　慶子
宮前町３～５丁目全域６７-０１７３鈴木　弘子
もえぎ町全域６７-０８３９春日　優子
錦 岡５２１、５２８～５２９、５４４
～５５０、５７３（バイパスよ
り北側）、５７４

６７-４２０９松神　繁俊

錦岡５２３、５３１、５７３（バイ
パスより南側）６７-２３８１小泉　慧子
錦岡２７０、９０１６８-０２６８細川　剛慶
樽前９７、１０２～２０７、２１６～２３３、
３９４（一部東側）、４０１～４３３（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）

６７-０２５１鴻野　ふみ子

樽前６～９３、９９、２８２～３７３、３９４
（一部西側）、４５３～４５８（樽前
ハイランド道より西側）

６７-２３４５寺澤　春美

錦岡西地区全域６７-７８９７★戸出　照美
錦岡西地区全域６７-３４０４★藤島　厚子

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？

主任児童委員が決まりました ! 詳細　社会福祉課　�３２-６３５４


