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民生委員・児童委員
氏名（敬称略） 電話番号 住所 担　当　地　区
世良　則文 28-3034 上野 上小路、下小路、皿山、原、天郷、上天郷、慶寿園、天郷荘
村上　攝子 28-2187 上野 堀田、常福、原田、今屋敷
浦田　章三 28-4836 上野 上里 1・2、中里、山崎、板取、大谷、高見台、大谷団地
太田　　明 28-3733 上野 薬王寺、大久保、徳市団地、上谷、中谷、下谷、大浦2の1・2の2､ 諏訪山、上野病院
小松　　開 28-3137 上野 大浦団地 1・2、天郷団地、大浦 1の 1・1の 2
縄田　一郎 28-3795 市場 上組、下組、春日、市津、石松、猿田
木村　祀晃 28-3821 市場 8の 1、8の 2、8の 3、8の 4、8の 5、吉ヶ浦、市場団地、サンタウン
池永　　 直 28-2226 赤池 東組、中組、西組、岩屋組、下町 1・2、岩屋団地 1・2・3
辻村　栄子 28-3183 赤池 上の原 1・2・3、赤池団地 1・2、板屋団地 1・2、猿畑 1・2・3
久原ますみ 28-2070 赤池 本町 1・2・3、貴船 1・2・3、旭ヶ丘、大和 1・2、昭和町
岩田　一瀧 28-5420 赤池 車道 1・2・3・4、稲荷 1・2、暁町、徳人原 1・2、車道団地
工藤　久子 28-2591 赤池 松本 1・2、朝日町、中央台、上桜、下桜、西ヶ丘、ひまわり団地
高園久仁子 28-6023 赤池 伏原 1・2・3・4、町営伏原 1・2・3・4・5
小林ふみ子 28-4952 赤池 高尾 1・2、高尾団地 1・2、上寿、下寿、西寿
依里　妙子 28-4986 赤池 西町 1・2、下西町、県営伏原、伏原、伏原 5
中野キヨ子 28-4017 赤池 中町 1、中町団地、南町団地、南町、東町
中川　冨夫 28-3549 赤池 北町 1・2・3、新町、コスモスタウン、花園、小藤、小藤団地 1・2
為平　幸子 28-2093 赤池 生力ニュータウン
井上　富恵 28-5391 赤池 緑ヶ丘ニュータウン、赤池ニュータウン、桜ニュータウン、ラフィーヌ緑ヶ丘
桑野　秀幸 22-5593 金田 東金田
福田キヨ子 22-2991 金田 西金田、堀川団地
森野鉄之助 22-2725 金田 上金田 2
木戸　藤光 22-1187 金田 上金田 1
田島　義昭 22-0415 金田 敷島、県営金田団地、亀の甲団地
金山　文雄 22-0001 金田 本町 3～ 5丁目、新 3～ 4丁目
中村　龍二 22-4919 金田 本町 1～ 2丁目、天神町、新町 1～ 2丁目、昭和町
大井　次雄 22-4022 金田 宝見 1
浦田　光國 22-3358 金田 宝見団地、成竹団地（宝見側）、宝見 2
柳澤まゆみ 22-2997 金田 人見坂、黒尾、人見
松村　靖征 22-4484 金田 成竹団地（消防側）、人見団地、岩淵、宮床、境町、成竹
井上　正博 22-5111 神崎 笹尾、若草団地、母子寮
田村　英俊 22-0616 神崎 福丸、七十石、小豆田団地、福丸団地
堀江　桝美 22-3576 神崎 神崎 1の一部、神崎二
香月　信之 22-0576 神崎 神崎 1、田の口、飯土井、柿添団地、平和台
世並　徹也 22-3523 神崎 南木
和田　正氣 26-3301 金田 高見、高見団地
犬養　光博 22-2072 神崎 星ヶ丘団地、福吉、福吉団地
河野　興治 22-2876 神崎 竹本、太陽
藤元万里子 22-5880 金田 平原 1、平原団地（平屋 3階建て）
平元　國子 22-4246 金田 平原 2、平原団地（旧木造）
財津　政義 22-2111 伊方 矢久保、職員区、草場
大石　十五 22-5846 伊方 東区、山の手、日立
白石　峰子 22-3761 伊方 東古門、中古門
白石　勝彦 22-6176 弁城 宝珠、二川田、迫
鈴木　文夫 22-3245 伊方 新門上、新門下、新門入口、新門住宅
永井　廣人 22-4756 伊方 八幡町、大正町、塚口、萩が原住宅
福田　廣志 22-4975 伊方 鶴ヶ丘上、鶴ヶ丘下
久冨　春美 22-2292 弁城 久六、久六住宅、浄万寺、浄万寺住宅、向陽住宅
濱田　義一 22-2007 伊方 平塚、西古門、古門団地、方信園
原田　　新 22-0094 伊方 湧渕団地
石橋　勝憲 22-2512 伊方 長浦、広谷、見六、丸山、丸山住宅
市川　英子 22-3018 伊方 中原、東ヶ丘、立岩住宅、東長浦住宅
桑野　寛子 22-1360 弁城 県営団地、三本松
永末　英信 22-3124 弁城 奥畑、岩屋、上弁城、野地、新町、福智園
堀江　政洋 22-4190 弁城 春田、松原、岩留住宅
桑野　周子 22-6480 伊方 後谷上、後谷下、湯場通り、局通り
葛原　直文 22-1148 伊方 野添上、野添下、野添住宅、大黒
皿田トミ子 22-1141 伊方 前村、音丸、清先、公園通り

生委員・児童委員の制度は、
その源と言われる済世顧問
制度から90年近い歴史があ

る制度で、厚生労働大臣の委嘱を受け、
地域に根ざした福祉活動を展開していま
す。民生委員・児童委員は、広く社会の
実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のあ
る住民が地域から選ばれます。社会奉仕
の精神をもって住民の相談に応じたり、
その人らしい自立した生活ができるよう
支援を行うことによって、だれもが安心
して暮らすことのできる地域社会づくり
を目指しています。
　民生委員は民生委員法によって設置が
定められ、児童委員は児童福祉法によっ
て民生委員が児童委員を兼ねることと
なっています。また、民生委員・児童委
員の中に、児童福祉問題を専門に担当す
る主任児童委員が設置されています。
　

　主任児童委員は、従来の担当区域をも
つ児童委員とは別に、児童福祉に関する
事項を専門的に担当する委員です。児童
福祉関係機関との連絡調整などを行った
り、区域を担当する児童委員と一体となっ
た活動や必要な援助・協力を行います。

　民生委員・児童委員の活動は次の７つ
のはたらきに代表されます。
1 社会調査：担当区域内の住民の実態
や福祉需要を日常的に把握します。

2 相談：地域住民がかかえる問題につ
いて相談にのります。

3 情報提供：社会福祉の制度やサービ
スの内容や情報を住民に提供します。

4 連絡通報：住民が福祉需要に応じた
福祉サービスが得られるよう関係行
政機関、施設・団体等に連絡します。

5 調整：住民ニーズに対応し、適切な
サービスが図られるよう支援します。

6 生活支援：住民が求める生活支援活
動を行い、支援体制を作っていきます。

7 意見具申：活動を通じて得た問題点
や改善策を取りまとめ、関係機関など
に意見を提起します。

　福智町では民生委員児童委員協議会
が設置され、町内の委員全員が協議会の
委員になっています。この会では、地域の

「５月１２日は民生委員の日」
民生委員・児童委員は身近な相談相手です。
福智町内では主任児童委員を含む 64人が

地域福祉のために活動しています。

福祉問題の分析や援助方法の検討など
を行い、日ごろの活動を推進するうえで
大切な場となります。４月18日に福智
町民生委員児童委員協議会の発会式が
ふるさと交流館日王の湯で開かれ、委員
64人が一堂に会し、地域密着型の活動
に向けた方針を確認したところです。町
内では厚生労働大臣の委嘱を受けた委員
（赤池21人・金田23人・方城20人）が、
平成19年11月末日までの任期で活動し
ます。その後、町内の民生委員・児童委
員の人数は変わりませんが、主任児童委
員は６人から３人になります。
　なお、合併前の協議で決定した福智町
民生委員児童委員協議会の役員は次のと
おりです。▶縄田一郎会長▶辻村栄子副
会長▶犬養光博副会長▶濱田義一副会
長▶福田キヨ子監事▶白石勝彦監事▶中
村龍二会計▶久原ますみ評議委員▶中野
キヨ子評議委員▶平元國子評議委員▶財
津政義評議委員▶桑野寛子評議委員。
問 役場福祉課福祉係  ☎ 22-7763

民

主任児童委員
氏名（敬称略） 電話番号 住所
太田　順之 28-4926 上野
池永むつみ 28-6636 赤池
寺本ハマ子 22-0476 金田
永冨　千里 22-0505 神崎
加来　安子 22-2028 弁城
桑野　光江 22-0806 伊方

縄田  一郎  会長

　地域住民と信頼の絆を深めな
がら旧町の枠にとらわれない活動
の展開を目指しています。委員の
連携による共働で、複雑多岐に
わたる問題や課題を解決するお
手伝いができればと思います。

福智町民生委員児童委員協議会が発足
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