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校区 氏名 住所 電話 担当地区

若
宮
（ 

９
人 

）

 大　西　由　美 磯浦町 13 － 142 090-7579-4167 磯浦町１・２・10 ～ 19
 加　藤　　　納 磯浦町６－４ 34-6799 磯浦町３～９
 山　内　早　苗 新田町一丁目３－ 22 33-4691 新田町一丁目１～６
 髙　橋　智惠美 新田町一丁目 17 － 24 32-4391 新田町一丁目 16 ～ 21、三丁目 1・２、惣開町１～３
 白　川　かほる 新田町一丁目８－ 23 32-2952 新田町一丁目 7 ～ 15
 高　石　陽　子 新田町一丁目 12 －１ 33-1199 新田町二丁目１・６～ 11、三丁目３・４
 高　橋　　　功 新田町二丁目２－ 60 37-1237 新田町二丁目２～５・12・13、三丁目５～７
 越　智　眞由美 新田町一丁目６－ 36 34-2073 主任児童委員
 大　原　紀　子 新田町二丁目７－１ 34-1399 主任児童委員

惣
開
（ 

11
人 

）

 伊　藤　綾　子 北新町３－ 214 36-4367 北新町団地、ミーナス北泉
 久　石　　　保 北新町 12 －３ 33-1081 中新田、アーバンコート北新町
 荒　井　栗　 河内町１－ 15 33-9728 河内町１区
 有　村　智　代 河内町５－ 14 090-5274-9629 河内町２区
 土　岐　まち子 河内町 14 － 29 33-4064 河内町３区
 稲　見　貴美子 王子町６－ 11 37-3362 王子町、鉱山王子アパート
 吉　田　満利子 星越町３－ 33 33-9337 東・中・西山田、星越ハイツ
 松　本　眞由美 星越町 15 －５ 33-8058 ミーナス星越
 村　尾　和　子 前田町 15 －１ 37-3321 前田町、ミーナス河内
 鈴　木　智　子 河内町 17 － 31 37-7543 主任児童委員
 小　川　千　惠 江口町 18 －９ 33-1535 主任児童委員

新
居
浜
（ 

15
人 

）

 神　山　あゆみ 新須賀町一丁目 12 － 35 33-8650 新須賀町一丁目（新須賀自治会）
 村　田　嘉　明 新須賀町四丁目１－９ 32-3594 新須賀町一～四丁目（新須賀自治会）
 佐　藤　惠　二 新須賀町四丁目５－ 25 34-1598 新須賀町三・四丁目１～ 12
 土　岐　壽美枝 新須賀町三丁目１－ 38 33-6371 菊本町一丁目・新須賀町三丁目（昭七自治会）
 伊　藤　三枝子 菊本町二丁目３－ 28 36-4071 菊本町二丁目・新須賀町四丁目 15 ～（旭自治会）
 白　石　敦　之 若水町一丁目６－ 18 34-5719 若水町一丁目（若水自治会）
 松　川　　　彬 港町 15 － 25 32-5498 港町４～７･15 ～ 17（東町自治会）
 尾　﨑　賢　治 港町１－ 19 33-6729 港町１～３･ ８～ 12（東町自治会）
 堀　田　　　齊 港町 12 － 26 080-6390-0969 港町８～ 10･12 ～ 14（大江自治会）
 高　田　　　実 新須賀町三丁目３－ 11 070-5681-3442 新須賀町二・三丁目（新須賀自治会）
 飯　尾　雪　枝 港町 20 － 35 34-8203 港町 17 ～ 20（東須賀自治会）
 近　藤　敦　子 若水町二丁目５－ 25 32-3352 若水町二丁目（若水自治会）
 稲　本　洋　子 新須賀町二丁目 10 － 30 34-8305 新須賀町二・三丁目（西新須賀自治会）
 藤　田　和　枝 新須賀町一丁目４－ 11 33-1737 主任児童委員
 大　野　美　幸 新須賀町四丁目３－ 35 32-5513 主任児童委員

宮
西

 藤　縄　洲　二 徳常町３－ 11 37-0691 徳常町
 岡　野　弥　生 繁本町７－ 48 090-9457-9084 繁本町
 西　　　廣　美 宮西町 5 －２ 37-2115 宮西町
 渡　邊　律　子 泉池町６－ 31 36-4437 泉宮町６～９
 曽我部　名津子 宮西町３－ 14 32-3768 泉宮町１～５
 白　石　泰　弘 泉池町 11 －４ 33-8782 泉池町３～６・11

　３年ごとの民生児童委員・主任児童委員の改選が行われ、12 月から新しい委員が市民の皆さんの相談に応じ、
必要な援助を行います。
　民生児童委員は「民生委員法」、「児童福祉法」によって設置され、地域住民の立場に立って生活を支える
ボランティアです。また、主任児童委員は児童専門に関わる相談や援助を担当します。
　困ったときには、気軽にお近くの民生児童委員・主任児童委員にご相談ください。

民生児童委員名簿 ～気軽にご相談ください！～

民生児童委員名簿

き
り
と
り
線
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校区 氏名 住所 電話 担当地区

宮
西
（ 

16
人 

）

 渡　邊　惠津子 泉池町２－25 37-4797 泉池町１・２・７～ 10
 井　上　経　敏　 西町１－ 37 34-9459 西町
 萩　尾　美　保　 中須賀町一丁目３－５ 32-7403 中須賀町一丁目１～３
 矢　形　道　子　 中須賀町一丁目 5 －29 32-3774 中須賀町一丁目４～８
 飯　尾　節　子　 中須賀町二丁目 6 － 6 33-8228 中須賀町二丁目２～６
 髙　橋　郁　子 中須賀町二丁目 11 － 30 32-8912 中須賀町二丁目１・７～ 12
 伊　藤　継　治　 西原町一丁目２－ 31 47-4353 西原町一丁目、三丁目１～３
 髙　橋　幸　子　 西原町三丁目３－８ 37-1130 西原町二丁目、三丁目３・４
 加　藤　恵　理 泉池町４－17 －1201 33-4014 主任児童委員
 森　　　直　子　 中須賀町一丁目３ー 3094 32-7429 主任児童委員

金
子
（ 

27
人 

）

 林　　　甚　吉　 江口町１－ 28 34-2495 江口町３・４・10、北新町１・２・４・５
 藤　田　ミユキ 江口町 11 －４ 34-0767 江口町１・２・11 ～ 15
 徳　永　慶　子　 江口町 16 － 36 090-1002-3027 江口町５～９・16 ～ 18
 土　肥　公一郎　 久保田町一丁目３－ 39 32-8314 久保田町一丁目
 樋　口　淳　一　 久保田町二丁目１－ 64 090-9457-3635 久保田町二丁目１・２・５
 大　井　雅　喜　 久保田町二丁目８－ 10 33-8499 久保田町二丁目３・９～ 11、三丁目 10・11
 大　畠　健　二 久保田町二丁目 12 －２ 34-7301 久保田町二丁目４・６～８・12・13、３丁目５
 富　林　健　二 久保田町三丁目８－ 31 35-1095 久保田町三丁目１～４・６～９
 峰　岡　定　一　 一宮町一丁目６－ 16 34-0456 一宮町一丁目
 詰　光　澄　夫　 一宮町二丁目２－ 28 090-8287-8022 一宮町二丁目
 藤　田　和　幸　 新須賀町一丁目１ー５ 37-0242 田所町
 塩　見　秀　晴 平形町４－ 13 090-3788-3105 平形町１～６、庄内町二丁目４
 永　井　昭　憲 平形町２－ 24 33-6753 平形町７～ 10、八雲町５～７
 曽我部　卓　也　 庄内町一丁目６－２ 37-3906 庄内町一丁目１～ 10
 神　野　哲　男　 庄内町一丁目 12 － 14 37-3397 庄内町二丁目１～３・５・６
 高　木　謙　二 庄内町三丁目１－ 60 090-5661-9214 庄内町三丁目１～６
 伊　藤　壽　夫　 庄内町一丁目 10 －３ 33-3875 庄内町一丁目 11・12、二丁目７～ 10
 片　野　かおり　 庄内町三丁目 13 － 33 34-3338 庄内町三丁目７～ 14
 加　藤　仁　文　 庄内町四丁目３－６ 33-1203 庄内町一丁目 13・14、四丁目１～３
 曽　我　盛　太　 庄内町五丁目８－ 12 090-9457-1085 庄内町五丁目１～３・９～ 13
 藤　田　厚　志　 庄内町三丁目６－ 23 33-4679 庄内町六丁目３～５・７・８・11
 神　野　師　算　 庄内町六丁目 10 － 64 32-3266 庄内町五丁目４～８、六丁目１・２・９・10
 矢　野　聿　文　 八雲町 14 － 66 34-2986 八雲町１～４・８～ 14
 三　吉　みどり 城下町４－ 49 41-2206 城下町・庄内町六丁目６・12
 源　代　しのぶ　 久保田町三丁目４－ 13 34-7263 主任児童委員
 松　田　雄　二 庄内町一丁目 11 － 46 090-5276-0856 主任児童委員
 田　中　昌　美　 一宮町一丁目 11 －５ 36-1534 主任児童委員

金
栄
（ 

13
人 

）

 藤　田　利　郎 西の土居町一丁目２－ 25 34-0664 西の土居町１区南北・２区東
 神　野　　　啓 西の土居町二丁目 15 －５ 33-9012 西の土居町４～６区
 安　部　直　子　 西の土居町二丁目 16 － 19 32-8901 西の土居町２区西・３区東西
 飯　塚　文　子 政枝町一丁目５－１ 32-3858 政枝町一丁目
 野　間　優　子　 高木町９－ 41 34-2890 高木町
 濱　田　富貴美 政枝町二丁目 12 － 37 37-2201 政枝町二丁目
 小　野　英　昭 政枝町二丁目２－ 32 34-1542 政枝町二丁目１、政枝町三丁目
 高　橋　則　子　 坂井町一丁目３－ 11 36-2299 坂井町一丁目
 長　井　恒　夫 坂井町二丁目５－ 24 32-5923 坂井町二丁目
 毛　利　節　子 庄内町四丁目４－７ 34-5330 庄内町四丁目４～７
 濵　田　康　子 滝の宮町２－４ 34-0326 滝の宮町、南滝の宮町、政枝町の一部
 竹　林　貴　美 滝の宮町６－ 41 32-8630 主任児童委員
 相　原　知可子 坂井町一丁目 1 －４－ 1003 34-7820 主任児童委員

高
津

 黒　下　敏　男　 東雲町一丁目２－ 12 33-1843 東雲町一丁目
 田　所　孝　子 東雲町二丁目４－ 28 34-6422 東雲町二丁目４～８、郷一丁目１・７
 高　見　富　夫 東雲町二丁目 12 － 39 33-1776 東雲町二丁目１～３・11 ～ 13

き
り
と
り
線
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校区 氏名 住所 電話 担当地区

高 

津
（ 

30
人 

）

 黒　川　敦　子　 東雲町三丁目３－ 23 33-9495 東雲町二丁目９･10、三丁目２～６・８
 眞　鍋　昌　子　 東雲町三丁目１－ 49 33-9017 東雲町三丁目１・７、郷五丁目２
 伊　東　住　夫　 沢津町一丁目３－ 60 34-6272 沢津町一丁目
 白　石　幸　子 沢津町二丁目１－ 63 32-9838 沢津町二丁目１～２・８～ 10
 小　野　順三郎　 沢津町二丁目７－ 19 33-8791 沢津町二丁目３～７・11・12
 小　野　幸　子　 沢津町三丁目６－ 27 34-3708 沢津町三丁目、松の木町１（一角）
 久　保　光　恵 高津町 11 － 20 32-7505 高津町１・２・６～８
 白　石　秀　子　 高津町 12 － 57 34-3398 高津町３～５・11 ～ 13
 辻　　　道　範　 高津町７ー 13 090-5271-6598 高津町９・10・14 ～ 17
 西　原　　　巧　 南小松原町４－ 41 47-8877 南小松原町１･ ２･ ７( １･ ２･ ６)・８･ ９( ５･10)
 曽我部　美　穂 南小松原町４－ 51 35-1027 南小松原町３～６･ ７( ３～５)
 定　井　千恵美　 南小松原町 10 － 18 090-9554-4608 南小松原町９( １～４･ ９)･13
 松　尾　明　美　 南小松原町 11 － 19 34-9983 南小松原町９( ６～８)・10 ～ 12
 三　原　　　昇　 宇高町一丁目 13 －６ 33-4233 宇高町一丁目１～５、高田町一丁目１・５～７
 近　藤　孝　志　 高田町二丁目１－ 20 37-2181 宇高町一丁目６～ 18、高田町二丁目１・６
 岡　田　政　信　 宇高町二丁目６－ 31 32-9230 宇高町二丁目１～ 10
 佐々木　明　人　 宇高町三丁目２－ 25 33-7032 宇高町二丁目 11 ～ 13、三丁目１～ 12
 周　藤　和　良　 宇高町四丁目１－ 29 32-8884 宇高町三丁目 13 ～ 15、四丁目１～７･10 ～ 15
 浮　川　伸　夫　 宇高町五丁目 13 － 16 35-1563 宇高町五丁目、田の上四丁目７・８
 深　草　恵　太　 桜木町４－７ 34-6192 桜木町２～７( １～ 10･57 ～ 87)・８(34 ～ 50)
 山　田　眞由美 桜木町９－ 51 33-8234 桜木町１・８( １～ 33)・９・10
 日　野　英　昭　 桜木町 12 － 31 33-6746 桜木町７(11 ～ 55)・11 ～ 14
 齋　藤　憲　文　 桜木町 16 － 61 34-0975 桜木町 15 ～ 17
 石　川　博　子 清水町３－ 13 34-4258 清水町１～６
 小　野　昭　義 清水町７－ 11 34-8104 清水町７～ 15
 永　野　由　美　 高津町 17 － 29 37-6652 主任児童委員
 松　本　理　恵　 東雲町二丁目 10 － 45 090-5910-9184 主任児童委員

浮 

島
（ 
10
人 
）

 飯　尾　　　聡　 八幡一丁目 17 － 40 36-4657 八幡一丁目
 岡　田　和　行　 八幡二丁目９－ 20 34-7455 八幡二丁目１・６～９・12
 西　田　秀　雄　 八幡二丁目 10 － 38 32-8154 八幡二丁目２～５・10・11
 稲　見　ひとみ　 八幡三丁目６－ 27 45-3049 八幡三丁目
 山　﨑　峰　子　 松の木町４－ 37 33-6539 松の木町３・４・７・８
 北　中　律　子 松の木町５－ 39 34-4660 松の木町５・６・13、宇高町四丁目一部
 富　久　安　子　 松の木町 11 － 64 090-4979-9371 松の木町 11・12
 久　保　信　實　 松の木町 11 － 57 34-4302 松の木町１・２・９・10
 永　易　和　美 八幡二丁目３－ 62 33-6772 主任児童委員
 石　川　直　子　 松の木町９－８ 32-3576 主任児童委員

垣 

生
（ 

10
人 

）

 新　田　喬　子　 垣生一丁目 14 －６ 46-2012 西鳥端１区
 戸　田　朝　子 八幡一丁目 10 － 43 33-4714 西鳥端２区
 仲　村　　　均 長岩町５－ 13 46-1645 大東１、大東２、長岩
 三　浦　稲　男　 垣生三丁目６－８ 45-1972 大西、中西、中東
 高　橋　輝　之　 垣生五丁目５－ 20 45-1285 町南、町中
 石　川　哲　雄　 垣生六丁目２－ 44 46-1764 町北東、町北西
 首　藤　喜世美 垣生二丁目５－ 19 45-3563 東鳥端、南鳥端、新垣生団地
 岡　田　克　美 垣生四丁目 15 － 59 46-0890 浜中、小路、中津１・２
 松　田　久　佳　 宇高町五丁目 15 － 25 36-2256 主任児童委員
 藤　本　紀　江　 八幡一丁目８－ 23 32-3497 主任児童委員

神 

郷

 佐　光　正　男　 楠崎二丁目 13 － 37 46-1341 楠崎一丁目５～８、楠崎二丁目８～ 13、多喜浜
一丁目８（東楠崎自治会分）

 田　中　昭　市　 楠崎二丁目４－ 23 45-3151 西楠崎（楠崎・多喜浜）、多の坪（多喜浜）

 藤　縄　英　治 又野三丁目３－ 79 46-3384 又野７区～ 12 区（又野二丁目１～ 7、三丁目２
～７、郷乙 192・193）

 賀　本　文　雄 又野一丁目４－２ 45-0125 又野１区～６区

民生児童委員名簿

き
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校区 氏名 住所 電話 担当地区

神
郷
（ 

21
人 

）

 渡　邉　健　児　 松神子二丁目 16 －２ 090-1324-1263 松神子団地（松神子二丁目 4 ～ 6・11 ～ 14、三丁目 5 ～ 10）
 荒　井　道　廣 松神子三丁目４－ 13 45-3394 松神子二丁目 1 ～ 3･7 ～ 10･15･16、三丁目 1 ～ 4

 山　下　秀　樹 松神子一丁目５－ 38 45-3604 松神子一丁目 1 ～ 8、又野一丁目１、田の上二丁目
2･7･8 の松神子自治会分

 大　西　清太郎　 松神子四丁目１－ 24 46-3405 江の口 ( 松神子四丁目 1 ～ 3、田の上二・三丁目の江の口自治会分 )
 柴　山　和　功　 田の上三丁目２－ 30 46-0337 田の上三丁目１～８、四丁目３･ ４・11・12
 藤　原　説　夫　 田の上一丁目 12 － 30 45-1160 田の上二丁目３～ 16

 真　鍋　喜代美　 田の上四丁目６－ 31 45-2716 田の上四丁目１･ ２･ ５・６・９・10、
高田一丁目１･ ２･ ４～８、高田二丁目２～５

 近　藤　正　美　 田の上一丁目 14 － 32 45-0241 田の上一丁目６～ 20
 村　上　紀代子　 田の上一丁目２－ 30 46-3274 白井住宅（田の上一丁目１～３、高田一丁目３）
 佐々木　　　浩 神郷一丁目４－ 26 46-2869 落神 ( 落神町１～７、神郷一丁目２～４、田の上二丁目１）

 山　本　佐智子 神郷二丁目６－ 12 090-1170-5636 白井（神郷一丁目２・７～９、二丁目１～３・５・６、
郷三丁目６～９・11、田の上一丁目４・５）

 小　野　静　代 郷三丁目 12 － 32 45-1883 下 郷（ 郷 二 丁 目 ３ ～ ６、 三 丁 目 ３・ ４・10 ～
15・17、清住町２～４）

 真　鍋　琴　江　 郷一丁目 12 － 30 34-8007 中郷（郷一丁目４・11 ～ 13、二丁目１・２、
三丁目１・２・15・16、四丁目９・10・18、清住町１）

 神　野　眞　一　 郷一丁目 14 － 51 35-2323 散田 ( 郷一丁目 2 ～ 6・8 ～ 11・14・15、
四丁目 7・8・11・12・16・17）

 神　野　勝　美　 郷四丁目７－ 14 33-6777 上郷（郷一丁目 16、四丁目１～７・13 ～ 15・
20 ～ 22、五丁目１～９、東雲町三丁目９）

 川　上　美　奈　 多喜浜二丁目７－ 20 45-3158 主任児童委員
 岩　井　知　美　 又野二丁目１－ 32 45-1448 主任児童委員

多
喜
浜
（ 

10
人 

）

 今　村　俊　彦 多喜浜一丁目５－ 47 46-1875 新田
 奥　　　あつみ　 多喜浜五丁目１－３ 45-3473 白浜東
 金　子　　　剛　 多喜浜四丁目３－ 161 46-4670 白浜西
 川　崎　弘　人　 黒島二丁目７－ 70 090-5918-2173 黒島東
 清　水　アツミ　 黒島二丁目９－ 59 46-2006 黒島西
 今　村　美　鈴　 阿島二丁目８－ 18 46-1533 阿島一・二丁目
 眞　鍋　房　子 阿島四丁目７－３ 45-1071 阿島三・四丁目
 矢　葺　真　理 荷内町 10 － 46 46-2454 荷内、切抜
 柚　山　真由美 阿島一丁目１－ 61 46-5338 主任児童委員
 齊　藤　広　子　 阿島一丁目 11 － 51 46-0619 主任児童委員

大 
島 

（ 

２
人 
）

 矢　野　秀　綱 大島 167 46-0367 中の町以東
 羽　田　雅　晴　 大島甲 1595 090-1327-9970 中の町以西

泉 

川
（ 

28
人 

）

 古　川　和　彦 瀬戸町２－ 38 43-8867 瀬戸町
 佐　伯　亜　矢 星原町５－ 44 43-8033 寿町、瀬戸町
 髙　津　章　人 寿町 10 － 35 43-2651 寿町
 高　橋　幸　雄 坂井町三丁目２－ 34 41-6223 坂井町（西）、松木町
 小　寺　八千代 坂井町三丁目７－ 18 43-8823 坂井町（東）
 伊　藤　秀　人 松原町１－ 80 41-7445 松木町（上）、松原町（下）、坂井町の一部
 安　藤　和　隆 星原町２－３ 43-0321 星原町、岸の上町 ･ 寿町 ･ 外山町の一部
 石　川　敏　則　 星原町 11 －７ 41-4056 星原町、外山町の一部
 森　本　　　栄　 喜光地町一丁目 13 － 27 43-0508 上泉町１～９
 岡　田　英　子 喜光地町一丁目２－３ 43-8835 喜光地町 ( 西 )
 上　本　多賀子 喜光地町一丁目７－ 42 41-6705 喜光地町 ( 東 )
 中　村　千　晴 西喜光地町６－８ 43-5522 西喜光地町 ( 下 )
 池　本　純　子 西喜光地町 10 － 33 43-0201 西喜光地町 ( 上 )
 新　田　さかえ 松原町５－ 413 40-0130 松原町 ( 団地 )
 秦　　　典　生 松原町８－ 30 41-0324 松原町（上）、松原町（下）の一部
 鴨　田　淑　子  下泉町一丁目 15 －１ 43-3841 酒屋小路、西黒、坂井町三丁目の一部
 吉　邨　二三男 下泉町一丁目８－ 50 43-0169 下泉久門、常久

き
り
と
り
線



2019. 12    Niihama 16

校区 氏名 住所 電話 担当地区

泉
川

 森　安　みゆき 下泉町二丁目２－ 14 43-5370 下泉吹上
 林　　　正　文 外山町 18 －７ 41-8089 外山町、上泉高庭地、上泉東、星原
 矢　野　健　一 岸の上町一丁目 15 － 67 41-7572 岸の上町一丁目
 水　本　誠　貴　 岸の上町二丁目６－ 35 40-0410 岸の上町二丁目
 近　藤　由　紀　 東田一丁目 822 －３ 43-2668 東田一丁目
 中　本　裕　子　 東田二丁目甲 1453 －１ 40-1785 東田二丁目 ( 西 )、国領
 矢　野　雅　子　 東田二丁目甲 1631 －３ 43-8055 東田二丁目 ( 東 )・三丁目
 佐　光　富　美 東田二丁目甲 1535 －５ 43-9868 東田二丁目 ( 団地 )
 河　上　美智恵 光明寺一丁目甲 460 －１ 44-7427 光明寺、観音原町
 梶　本　香　織 岸の上町一丁目 11 －１ 41-7880 主任児童委員
 山　中　俊　子　 星原町３－ 39 44-5839 主任児童委員

船
木
（ 

16
人 

）

 鴻　上　　　守 船木８－２ 41-3652 長川、関の戸、道面
 佐々木　つや子　 船木 1205 －８ 43-6847 大久保、上原
 神　野　一　生　 船木 1639 －１ 44-6464 長野、坂の下
 藤　田　　　理　 船木 2539 43-8585 上池田、下池田１組東北
 鴻　上　法　子 船木甲 4415 －１ 43-2740 下池田（１組東北除く）
 伊　藤　剛　弘 船木甲 2752 －２ 40-3047 林下原、旭、林の端団地
 岡　﨑　雅　子 船木甲 2982 － 42 43-8067 元船木団地、市営住宅
 野　口　敏　子 船木甲 2998 － 23 43-3230 客谷、元船木北１部
 德　岡　髙　志　 船木甲 3771 － 31 40-2259 元船木（北１部除く）
 藤　田　玲　子　 船木 4366 41-4412 桧の端
 鴻　上　章　司　 船木 4777 －１ 090-2780-1829 国領
 河　野　洋　子　 船木甲 5251 －１ 44-6972 高祖
 浅　井　憲　子　 七宝台町甲 2375 － 138 41-8792 七宝台東、みどりヶ丘
 曽　根　正　夫　 七宝台町甲 4602 － 15 090-3819-3096 七宝台（中・西）
 安　葉　誠　司　 船木甲 4641 －１ 43-6708 主任児童委員
 篠　原　通　江　 船木甲 5513 －２ 40-4817 主任児童委員

大
生
院
（ 
11
人 
）

 浅　野　　　始　 大生院 34 －８ 41-0646 落合、栗林
 三　並　恵　子　 大生院 215 －１ 43-2952 団地
 高　木　　　清　 大生院 238 －７ 43-3614 下本郷（上・東）
 國　田　昭　利　 大生院 338 －５ 43-1564 下本郷（西）
 小　野　さおり　 大生院 898 －２ 43-2812 戸屋の鼻、ファミリーハイツ
 野　口　眞　一　 大生院 1127 44-5544 岸影
 小　野　桂　子　 大生院 745 － 10 41-0557 喜来
 三　船　　　勉 大生院 168 －５ 41-1104 上本郷
 谷　村　ツユ子　 大生院 1440 －５ 43-4214 川口、銀杏の木
 高　橋　ひかり 大生院 1312 43-6652 主任児童委員
 和　田　惠　子　 大生院 157 － 60 41-8402 主任児童委員

中
萩
（ 

35
人 

）

 片　山　義　和　 本郷一丁目８－ 46 40-0867 本郷一丁目１～９
 吉　原　洋　子　 本郷一丁目８－ 31 40-1981 本郷一丁目 10 ～ 16
 漆　川　三枝子 本郷二丁目５－ 26 41-8302 本郷二丁目１～８
 前　川　護　雄 本郷三丁目２－７ 41-2305 本郷三丁目１～５
 和　田　和　子 中萩町２－ 43 41-8628 中萩町３～９
 髙　橋　康　文 中萩町 15 －９ 43-0552 中萩町 11 ～ 15
 仙　波　春　己 中萩町３－ 13 41-6772 中萩町１・２・10、中村一丁目５～８、二丁目９
 片　岡　吉　信　 中村一丁目 10 － 23 41-5018 中村一丁目１～４・９～ 12、二丁目４・５・７
 加　藤　　　弘　 中村二丁目 15 － 55 090-7573-8741 中村二丁目１～３・６・11 ～ 15
 上　野　一　美 中村三丁目 10 － 37 090-4335-0757 中村二丁目８・10、三丁目５～ 10
 衣　川　裕　二 中村三丁目８－ 38 44-4315 中村四丁目４～９・15 ～ 18、御蔵２・３
 中　内　やよい　 中村二丁目 15 － 53 43-5830 中村三丁目３・４・11、四丁目３・11
 有　富　正　治 中村四丁目９－ 51 40-4660 上原一丁目
 武　田　研　二 上原二丁目１－ 30 090-8694-2529 上原二丁目
 小　西　裕　子 中村四丁目６－ 31 080-6393-6124 上原三・四丁目、大永山

民生児童委員名簿
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校区 氏名 住所 電話 担当地区

中
萩

 近　藤　哲　也 横水町 14 － 11 41-0330 横水
 桝　田　千惠子　 中村松木一丁目 12 － 36 43-0021 中村松木一・二丁目
 鈴　木　廣　次　 土橋一丁目２－ 37 43-4364 土橋一丁目
 藤　田　宗　久 土橋二丁目９－ 33 47-5681 土橋二丁目１～ 10・13・14
 渡　辺　育　子　 萩生 130 － 27 40-0296 萩の台、岸の下（１班４組）
 田　中　政　男 萩生 365 －３ 43-0921 馬淵、馬淵東
 曽我部　多見子 萩生 867 －３ 43-0547 萩生西
 森　　　里　美　 萩生 1137 40-0325 岸の下１班（１班４組を除く）・２班・３班
 村　上　由　紀　 萩生 1348 －４ 090-7621-6252 岸の下４～６班
 松　木　光　惠　 萩生 1985 －１ 41-5148 旦之上
 宮　武　宜　久　 萩生 2377 － 42 43-2138 コープタウン（新居浜、中萩）
 明　日　正　則　 萩生 2707 － 23 43-3519 治良丸（北）、治良丸住宅
 伊　藤　　　正　 大永山８ 44-5631 治良丸（南）、鶴居住宅、大永山出口
 伊　藤　雅　子　 萩生 2471 －１ 44-5927 治良丸（中）、治良丸西住宅
 矢　野　裕　治 萩生 804 －９ 43-2950 萩生東、萩生西の一部、治良丸（北）
 白　石　祐　司　 萩生 797 －３ 47-4873 萩生東
 秦　　　正　道 萩生 2765 －７ 40-2703 治良丸（東）、東川、治良丸南住宅
 池　田　宏　美　 萩生 2851 －６ 41-1431 主任児童委員
 伊　藤　いずみ 萩生 2622 －５ 41-9498 主任児童委員
 江　本　裕由子 萩生 2138 －５ 090-8287-8343 主任児童委員

角
野
（ 
27
人 
）

 鎌　倉　文　子　 立川町 98 － 2 090-9775-7217 立川町
 伊　藤　幸　一 角野新田町一丁目７－ 32 43-6856 角野新田町一丁目、二丁目６～８・13・14・角野
 髙　橋　咲　恵　 角野新田町二丁目２－ 55 40-7131 角野新田町二丁目１～５・９～ 12、三丁目、種川山、種子川町
 伊　藤　加代子　 喜光地町二丁目９－ 23 090-7571-8720 北内町一丁目 1 ～ 3、二丁目、喜光地町二丁目９
 直　野　新　吾　 北内町一丁目 16 － 28 41-7407 北内町一丁目３～ 17、北内町二丁目 1、中筋町一丁目 6
 河　端　久　子 北内町三丁目１－ 36 41-7503 北内町一丁目 18、二丁目 7 ～ 9、三丁目 1 ～ 6・7
 曽我部　美由紀　 北内町四丁目 10 － 66 40-1407 北内町四丁目 1 ～ 5・8 ～ 10、中筋町一丁目６
 丸　金　葉　子 吉岡町 12 －７ 40-9855 吉岡町 1 ～ 12・15、北内町二丁目５・６
 國　田　まゆみ　 北内町三丁目 9 － 8 090-2892-1370 吉岡町 13 ～ 15、北内町三丁目 7 ～ 12
 酒　井　香代子 中西町 11 －６ 43-9136 中筋町一丁目９・中西町４・８・９～ 11・13 ～ 16
 河　野　早　苗　 中筋町一丁目 13 － 30 41-8455 中筋町一丁目３～５・７・８・10 ～ 14・17、北内町四丁目６・７、中西町３
 田　中　和　恵　 山根町７－ 17 43-3037 中筋町一丁目 15・16、二丁目１・２、山根町５～ 10
 鈴　木　康　資　 中西町２－ 18 43-2176 宮原町２～８、10 ～ 12、中筋町一丁目１～３、中西町１～６
 薦　田　整　一　 喜光地町二丁目３－ 50 41-8819 喜光地町二丁目２～８、西泉町２～３、宮原町１・９
 島　田　和　子 土橋二丁目 11 － 45 43-3908 西泉町５・６、土橋二丁目 11・12、15 ～ 17、西連寺町一丁目１
 小　野　雅　之 西泉町９－ 38 40-3001 西泉町１～４・７～９、喜光地町二丁目１・２
 木　下　博　文 西連寺町一丁目８－ 24 43-8107 西連寺町一丁目２～９、西泉町８
 武　智　真由美 西連寺町一丁目 13 － 24 43-1780 西連寺町一丁目 10 ～ 16、二丁目１・２
 近　藤　滿　子 西連寺町二丁目 10 － 45 43-1410 西連寺町二丁目３～ 10、山根町１～５、中筋町二丁目１・11
 本　庄　浩　美　 中西町５－ 32 090-5277-2256 中西町１・５～８・11・12・14
 森　岡　秀　夫 篠場町５－ 20 43-7629 篠場町２～４・６～９
 松　本　　　修　 篠場町 10 － 28 090-7147-9841 篠場町５・10 ～ 16
 山　内　美　恵 山田町６－ 60 43-7570 山田町
 眞　鍋　鈴　子　 中村四丁目２－ 58 41-8730 中村二丁目 16、中村三丁目１･ ２、四丁目１･ ２・12、篠場町１
 越　智　　　泰 中村四丁目 11 －２ 40-5012 中村四丁目 10・13・14、御蔵町１・４～ 12
 直　野　眞壽美　 中西町２－６ 43-1145 主任児童委員
 近　藤　扶左子　 篠場町 11 －５ 43-7070 主任児童委員

別 

子

（ 

３
人 

）

 鈴　木　千鶴王　 別子山甲 290 －２ 64-2267 成、竹ヶ市、大元、谷、横道、大野、瓜生野、
大湯､ 草原、天皇、肉渕、芋野、小美野、東宮

 妻　鳥　全　宏　 別子山乙 551 －７ 64-2003 保土野、床鍋、瀬場、登美野、筏津、弟地
 北　田　典　子　 別子山 235 64-2135 主任児童委員

民生児童委員・主任児童委員についてのお問い合わせは、地域福祉課（☎ 65 - 1237）までお願いします。
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