
1213 広報あづみの　2020.1.22 2020.1.22　広報あづみの

民生委員・児童委員を紹介します
～身近な地域の相談役～

令和元年 12 月に改選された、民生委員・児童委員を紹介します。皆さんのお住まいの地域には、生活上で困ったこと
や福祉に関する相談役として民生委員・児童委員、子どもや子育て家庭の相談を専門とする主任児童委員がいます。民
生委員・児童委員・主任児童委員には守秘義務があり、相談内容などの秘密は守られますので、気軽にご相談ください。
　

【民生委員・児童委員】　一人暮らしの高齢者をはじめ、障がいをお持ちの人、生活に悩みのある人など、支援を必要
とする人の相談に応じ、市や関係機関との橋渡し役として幅広い活動を行っています。

【主任児童委員】　小・中学校や児童福祉関係機関などと連携しながら、子どもの健全な成長につながる児童福祉活動
を行っています。

●相 談 方 法　皆さんがお住まいの区域の担当委員に気軽にご相談ください。不明な点は問い合わせください。
●問い合わせ　長寿社会課福祉政策担当（1 階�番窓口）　471・2253　671・2328

安曇野市の民生委員・児童委員名簿
任期：令和元年 12 月１日～令和４年 11 月 30 日（令和２年１月１日現在）

【豊科地区】

【穂高地区】

【三郷地区】

【堀金地区】

【明科地区】

氏名 　　担当地区
中野　善計 上鳥羽（南・立石）
丸山　由美子 上鳥羽（西・北・アグリタウン）
横川　充子 下鳥羽（上手・寺村・太子村）
八木　とみ 下鳥羽（中村第１・第２・新切）
内田　伸二 下鳥羽（タウン安曇野）
百瀬　美樹子 本村（柳原）
丸山　慎悟 本村（新道）
大曽　契子 本村（本郷）
松本　健治 吉野（南部）
小笠原　八千代 吉野（西部）
岡村　順子 吉野（東部）
下澤　計重 吉野（北部）
細萱　芳明 成相（1 町内）
重野　義博 成相（2 町内）
寺島　勇 成相（3 町内）
伊藤　博章 成相（4 町内）
奥村　美紀子 成相（5 町内）
北原　正幸 成相（6 町内）
湯澤　力三 成相（7 町内）
堀内　和子 成相（8 町内）
水野　繁人 新田（1 町内）
輪胡　悦子 新田（2 町内）
丸山　紀子 新田（3 町内）
武田　道子 新田（4 町内）
須永　信行 新田（5 町内）
寺沢　等子 新田（4・6 町内）
石川　亘 新田（7 町内）
村瀬　勢津子 新田（8 町内）
細萱　直義 寺所（3・4 区）
赤羽　敦子 寺所（1・2 区）
小穴　くら子 踏入
山田　輝夫 細萱（町区（大東③除く））

（調整中） 細萱（殿村区・県住⑤⑥⑦・大東③）
鳥羽　彰 細萱（新屋区・県住①②③④）
清野　陽子 重柳（南）
臼井　紀幸 重柳（北）
奥村　雅彦 真々部（梓橋西・東の一部）
手塚　佳明 真々部（殿村・田中・中村（団地））
中槇　卓幸 真々部（町通り北・南）
丸山　富美子 真々部（中村・梓橋東の一部）
増田　早苗 たつみ原（北）

氏名 　　担当地区
蓮井　正幸 矢原　南西部
赤澤　百代 矢原　中村・北村・三枚橋
古畑　袈裟勝 矢原　南部・西部
水口　宏弥 白金 下常会
深澤　一葊 穂高団地（市営・県営）
会田　美津枝 白金　上常会
望月　妃佐枝 等々力　本郷
望月　正男 等々力　神田町
矢野口　富代 等々力町　南町・中央
川崎　昭生 等々力町　常盤町
須坂　節子 等々力町　元町・旭町
丸山　美枝 等々力町　貝梅・美岳町
小川　雅代 穂高町　JR 線路下
高倉　亮二 穂高町　玉葱道路下
長﨑　良孝 穂高町　玉葱道路上
青栁　みき江 穂高　大門・宮脇
北條　惠子 穂高　中村・南村道下
益子　祐子 穂高　上手村・南村道上
中倉　敏英 穂高　西原

氏名 　　担当地区
布山　昌德 北小倉
大倉　美智子 北小倉
中田　冨美子 南小倉
林　雅彦 東小倉
中田　公久 東小倉
増田　敏志 東小倉
二村　政雄 室町
永田　稔子 野沢
鶴見　今朝子 野沢
小幡　道雄 野沢
松本　健一 上長尾
古畑　富裟子 上長尾
青栁　等 上長尾
池田　由人 下長尾
倉科　千明 下長尾
森下　正昭 下長尾
藤松　佳史 楡
藤松　佳子 楡
小林　弘太郎 住吉
丸山　茂雄 七日市場
布山　直利 七日市場
内川　勅子 七日市場
青木　孝惠 一日市場
小島　園子 一日市場
山木　勝敏 一日市場
三溝　関治郎 一日市場

氏名 　　担当地区
浅川　仁治 岩原
丸山　みどり 岩原
栗原　垂仁 倉田

桐　かよ子 倉田
内田　彰克 上堀
西川　朋子 上堀
米倉　亜矢子 上堀
和田　悦昭 中堀
長瀬　祐子 中堀
青栁　和義 下堀
中田　洋子 下堀
依田　公雄 下堀
唐澤　健康 扇町
平林　玲子 扇町
丸山　重隆 小田多井
丸山　小百合 小田多井
宮澤　みち子 田尻
⺽井　明美 田尻
鹿川　正英 田多井
青栁　のり子 田多井
宮澤　純子 主任児童委員（堀金小学区）
青柳　温男 主任児童委員（堀金小学区）

氏名 　　担当地区
栗幅　宣吉 光区　中条
津澤　壯俊 光区　天神原
長幅　洋子 光区　北村
望月　史朗 光区　北村
遠藤　晉 宮中区　宮本
田中　好雄 宮中区　中耕地
竹内　清 町区　町 1・2
大髙　由喜江 町区　町 3
丸山　素子 明科区　上手上郷
木下　幸吉 明科区　上町・県町
堀ノ内　一恵 明科区　本町・仲町・千才町
小林　みな子 明科区　栄町・東栄町
瀧澤　文夫 大足区　矢の沢・清水・吐中・平・柳瀬
小林　千賀子 潮区　第 1・2・3
堀内　光子 潮区　第 4・5
山﨑　忠子 潮沢区　小日向・竹の花・松庄
倉科　一登 潮沢区　柏尾・名九鬼・池桜・矢越
 　山中・天田・小芹・梨子・萩の久保
塩入　志げ子 木戸区　上生野区
宮下　實 上押野区
小林　伸子 上押野区
丸山　和弘 下押野区
柳澤　公子 下押野区
山崎　葊子 塩川原区　塩川原
松嶋　隆德 塩川原区　原　みどりヶ丘
山﨑　美子 荻原区
赤羽　智惠子 荻原区
關　裕保 南陸郷区　中村　金井沢
横山　義雄 南陸郷区　小泉 1 班～ 4 班
丸山　篤子 主任児童委員（明南小学区）
小林　冨士夫 主任児童委員（明北小学区）

中村　玲子 たつみ原（中）
長澤　とみ子 たつみ原（南）
鈴木　智恵子 飯田（南）
飯田　榮治 飯田（北）

（調整中） 下飯田
宮澤　清子 中曽根
築地　葊美 熊倉（北）
一之瀬　桂子 熊倉（南）
山下　智明 アルプス（2・5・8 町内）
佐藤　惠 アルプス（1・7 町内）
仲田　泉 アルプス（2・5・6 町内）
内田　しのぶ アルプス（9・10 町内）
髙橋　典子 徳治郎
中村　けえ子 田沢
青木　典夫 小瀬幅
市川　良一 大口沢
丸山　くみ子 光
古江　繁壽 桜坂
松田　稔 主任児童委員（豊科北小学区）
山田　薫 主任児童委員（豊科南小学区）
長﨑　康成 主任児童委員（豊科東小学区）

田村　吉明 穂高　田中・上原南部
宮澤　正員 穂高　上原北部
髙橋　正光 狐島　西
堀内　敏江 狐島　東
清澤　章子 青木花見　新道西・原木戸
清澤　敬子 青木花見　新道東・本村
小林　繁安 青木花見　県営住宅
林　美重子 島新田　中木戸・下木戸
久保田　栄次 島新田　上木戸・市営住宅
胡桃　信 橋爪
二條　久男 耳塚
場々　洋介 富田　第 1 ～第 4
北村　近子 富田　第 5・第 6
金子　多貴子 豊里　山麓線東
髙部　和子 豊里　山麓西
丸山　かず子 小岩岳
畠山　倉光 嵩下
岡村　末子 新屋　東部
曽根原　茂彰 新屋　西部
塚田　悦子 新屋　北部
澤山　幸子 宮城・松尾・別荘地帯
泉　幸雄 古厩　新堰上・北矢村
小林　いず子 古厩　新堰下
古川　元亮 立足　南部
野中　由紀子 立足　北部
藤原　英子 牧　道上・道下・離山
畠山　孝美 牧　草深東部・荒新堂・南田
小林　江美子 牧　草深西部・山崎
長崎　文彦 塚原　巾上・中部
鈴木　ゆき江 塚原　巾下・巾下東
宮田　勝昭 久保田　西部
中山　みあき 久保田　東部
有賀　俊守 柏矢町　南部
仁科　千代子 柏矢町　北部
金子　比呂志 柏原　東部第一・第二・中木戸
笠原　健市 柏原　千国南・北
藤原　美和子 柏原　中下・長野

（調整中） 柏原　新屋・中村
平川　一喜 柏原　倉平・原畦
佐藤　福壽 柏原　倉庭・神田
増田　訓子 柏原　神原第一・第二

（調整中） 柏原　市住・県住
望月　文規 主任児童委員（穂高南小学区）
髙橋　玲子 主任児童委員（穂高北小学区
荒深　たつ子 主任児童委員（穂高西小学区）

髙橋　加代子 一日市場
丸山　みどり 一日市場
赤澤　裕司 二木
飯沼　德子 二木
降旗　靖子 及木
佐藤　孝夫 中萱
牛山　愛子 中萱
野本　佳代 中萱
野本　悦子 中萱
一岡　淳子 中萱
伊藤　可主也 主任児童委員（三郷小学区）
伊藤　政江 主任児童委員（三郷小学区）


