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あなたの身近な福祉の相談役

氏名 電話 　 担当地区
半田　勝治 72-1329 上鳥羽（東）
幸村　久雄 72-2725 上鳥羽（西）
大原三枝子 73-2566 下鳥羽（上手・寺村・太子村）
丸山　昭雄 72-5859 下鳥羽（中村・新切）
塩原惠美子 72-2818 下鳥羽（タウン安曇野）
中澤　宏晃 73-2790 本村（柳原）
小林壽美子 72-4785 本村（新道）
坂内りつ子 72-0955 本村（本郷）
宮下　　雄 72-4841 吉野（南部）
髙木　恭子 72-2114 吉野（西部）
岡村佳代子 72-4315 吉野（東部）
若狭　幸男 73-3386 吉野（北部）
山口　高史 070-5591-1639 成相（１町内）
宮島　昭裕 73-3373 成相（２町内）
小林　明彦 72-2477 成相（３町内）
百瀬　昭子 73-8258 成相（４町内）
上條　孝子 72-6248 成相（５町内）
北原　正幸 72-2415 成相（６町内）
湯澤　力三 72-8326 成相（７町内）
笠原　厚子 72-0834 成相（８町内）
丸山　保治 73-3400 新田（１町内）
輪胡　悦子 72-3714 新田（２町内）
臼井　久子 72-3692 新田（３町内）
三枝　澄子 73-3013 新田（４町内）
須永　信行 72-0211 新田（５町内）
竹内　義実 73-9373 新田（４･ ６町内）
巣山　照人 72-1284 新田（７町内）
丸山　幸子 72-0599 新田（８町内）
細萱　直義 72-0160 寺所（堰下）
坂井佳江子 73-3140 寺所（堰上）
小穴　幸恵 72-0518 踏入
山口ひろみ 72-2823 細萓（町）
細萱　深美 72-6553 細萓（殿村）
隼田　親繁 72-1146 細萓（新屋）
浅川　久訓 72-1938 重柳（南）
臼井　紀幸 72-4080 重柳（北）
二木　静子 72-5183 真々部（梓橋西・東の一部）
手塚　佳明 73-3277 真々部（殿村・田中・真々部団地）
中槇　卓幸 73-3219 真々部（町通り北・南）
中西富美枝 73-2469 真々部（中村・梓橋東の一部）
増田　早苗 72-5633 たつみ原（北）
髙山久美子 72-5523 たつみ原（中）

氏名 電話 　 担当地区
立川　英代 82-5859 柏矢町（南部）・矢原（南西部）
佐々木滿江 82-6165 矢原（南部・西部）
竹岡　源文 82-3475 矢原（中村・北村・三枚橋）
山田　卓旺 82-4372 白金（下常会）
深澤　一廣 82-2493 穂高団地（市営住宅・県営住宅）
宮田　悦子 82-7479 白金（上常会）
德竹しげ子 82-2540 等々力
望月　好宏 82-6347 等々力（神田町）
矢花美惠子 82-7151 等々力町（南部・中部・北部）
川崎　昭生 82-2144 等々力町（常磐町）
須坂　節子 82-4183 等々力町（元町・旭町）
矢口　好子 82-6970 等々力町（貝梅・美岳町）
田村せつ子 82-2877 穂高町（ＪＲ線路下）
時田　皓一 82-3417 穂高町（玉葱道路下）
塚原　敏行 82-0622 穂高町（玉葱道路上）
西川　則子 82-2480 穂高（大門・宮脇）
小倉　利榮 82-3494 穂高（南村道下・中村）
相澤　英雄 82-3285 穂高（南村道上・上手村）
前田　克三 84-0802 穂高（西原）
山田　守二 82-6103 穂高（田中・上原南部）
奥原三千三 82-6562 穂高（上原北部）
丸山　賢一 82-3432 狐島（西）
髙橋佐保子 84-0151 狐島（東）
清澤　章子 82-5837 青木花見（新道西・原木戸）
松尾　一子 82-2518 青木花見（新道東・本村）
小林　繁安 82-4662 青木花見（県営住宅
中村　明夫 82-2679 島新田（中木戸・下木戸）
竹内　悦子 82-3040 島新田（上木戸・市営住宅）
山本　古壽 83-3607 橋爪
塩野　敬一 83-3223 耳塚
金森　伊繼 83-3281 富田（大型農道西）
會田　祐子 83-2783 富田（大型農道東）
野本　貞子 83-2412 豊里（山麓線下）
土屋　邦夫 83-3883 小岩岳（山麓線西）・豊里（山麓地域）
丸山　　茂 83-2175 小岩岳（山麓線東）・嵩下（第6・7）
小林幸岐人 83-3941 嵩下（第 1 ～ 5）
齋藤　利江 83-6331 新屋（東部）
伊藤　義修 83-4171 新屋（西部）
滝沢　知子 83-5723 新屋（中部）
金澤　知之 83-7216 宮城・松尾・別荘地帯
有賀喜美子 83-2926 古厩（新堰上・北矢村）
古瀬建一郎 83-2757 古厩（新堰下）
黒岩美知子 83-3769 立足（南部）
竹村　　武 83-4408 立足（北部）

氏名 電話 　 担当地区
布山　明廣 77-3007 北小倉
古屋智惠子 77-5718 北小倉
中田　勝子 77-2807 南小倉
大久　保薫 77-5949 東小倉
輪湖　利治 77-3289 東小倉
両角　生一 77-3260 東小倉
小幡　恒男 77-3508 室町
水谷さち子 77-3593 野沢
久保田育美 77-2276 野沢
石曽根位汎 77-3683 野沢
甕　ゆみ子 77-3927 上長尾
二木　裕子 77-3873 上長尾
坂本　志朗 77-5508 上長尾
池田　由人 77-6022 下長尾
山崎　敦子 77-2382 下長尾
猪又富美子 77-4069 下長尾
丸山　　文 77-4191 楡
日比野宏夫 77-2322 楡
生松　文子 77-4403 住吉
加藤　忠男 77-5429 七日市場
布山　章子 77-5277 七日市場
萩原　秀彌 77-5334 七日市場
宮坂　　治 77-5185 一日市場
稲葉かほる 77-2821 一日市場
髙木　　節 77-5101 一日市場
髙橋　裕子 77-6861 一日市場
牛越　富子 77-5487 一日市場
上條　　肇 77-3195 二木
飯沼　髙代 77-4766 二木
小松　善嗣 77-4627 及木
津留　芳子 77-2859 中萱
臼井　友子 77-4575 中萱
水野　洋子 77-4425 中萱
胡桃澤正雄 77-2574 中萱
佐治　良夫 77-2609 中萱
戸塚　國彦 77-6147 主任児童委員
峯岸　節子 77-5437 主任児童委員

氏名 電話 　 担当地区
藤松シゲル 62-5236 光（中条・白牧）
津澤　壯俊 62-3545 光（天神原）
長幅　洋子 62-3756 光（北村）
大堀富貴子 62-4670 光（北村）
横内　源子 62-3964 宮中（宮本）
田中　好雄 62-3754 宮中（中耕地）
石田喜傳治 62-4604 町（町１・２）
竹原美佐子 62-5818 町（町３）
岩崎　久子 62-2286 明科（上手上郷・明科住宅）
赤羽せつ子 62-2073 明科（上町・県町）
宮澤　淑子 62-2052 明科（本町・仲町・千才町）
西村　一美 62-3336 明科（東栄町・栄町）
瀧澤　忠壽 62-4272 大足（矢の沢・清水・吐中・平・柳瀬）
等々力正子 62-4869 潮（第１～３）
宮沢　幸江 62-3009 潮（第４・５）
滝沢　幸子 62-3330 潮沢（天田・山中・荻之久保・小芹・梨子）
山﨑　忠子 62-3122 潮沢（小日向・竹の花・松庄）
小林　八重 62-3653 潮沢（柏尾・名九鬼・矢越・池桜・矢下沢・峰方）
柴田　忠信 62-6322 木戸（生野区・木戸・生野・黒坪）
矢嶋　　浩 62-4460 上押野
丸山　良子 62-2691 上押野　
峰田　美邦 62-4812 下押野
降簱香代子 62-2744 下押野
真嶋　昭夫 62-4123 塩川原（塩川原）
松嶋　隆德 62-3690 塩川原（原・みどりヶ丘）
山﨑　徳昭 62-3344 荻原
落合　貞子 62-5252 荻原
遠藤　融利 62-4853 南陸郷（中村・金井沢）
幅　　修一 62-4346 南陸郷（小泉１～４班）
丸山　篤子 62-5568 主任児童委員
伊藤　文男 62-4118 主任児童委員

氏名 電話 　 担当地区
丸山　　徹 73-2309 岩原
尾日向利子 72-6125 岩原
川﨑　賢一 73-7222 倉田

西澤　勝六 73-3038 たつみ原（南）
竹内　範子 72-0801 飯田（南）
平林ちす子 72-0927 飯田（北）
佐藤百合子 72-4110 下飯田
宮澤　睦子 72-4076 中曽根
曽根原　實 73-3015 熊倉（北）
山田　ふみ 72-0200 熊倉（南）
山下　智明 72-6754 アルプス（2･3・8 町内）
髙野　祥子 72-3976 アルプス（1･7 町内）
飯國千鶴子 73-3283 アルプス（5･6 町内）
関　　義政 72-4107 アルプス（4･9･10 町内）
巣山　榮子 72-1958 徳治郎
中村けえ子 72-5620 田沢
宮下　建治 72-1337 小瀬幅
市川　千尋 72-1441 大口沢
丸山くみ子 72-5763 光
小林　利夫 090-9158-8502 桜坂
山本　紘子 73-2601 主任児童委員
三原　壽雄 73-2747 主任児童委員
赤堀　健一 72-5083 主任児童委員

宮島榮一郎 83-2294 牧（道上・道下・離山）
寺島　清子 83-3216 牧（荒南・草深東部）
髙山　仙郎 83-4085 牧（草深西部・山崎）
髙橋　典彥 82-4870 塚原（巾下・中部）
丸山あさ子 82-9016 塚原（巾下・巾下団地）
相田　健一 82-6277 久保田（西部）
中山みあき 82-4491 久保田（東部）
峯村　　宏 82-6647 柏矢町（北部）
宮下　靖子 82-3976 柏原（東部第一・第二・中木戸）
細川留美子 82-6132 柏原（神田・神原北部）
内川　淑子 82-5100 柏原（倉平・中村・原畦）
諏訪　　正 82-6784 柏原（新屋・千国北部）
笠原　健市 82-5333 柏原（千国北部）
金子比呂志 82-1078 柏原（中下・千国南部）
小幡　洋子 82-6656 柏原（長野・県住北・倉庭）
藤原　末子 82-3791 柏原（神原南部・市住・県住南）
望月　文規 82-5927 主任児童委員
金子　増生 83-2756 主任児童委員
荒深たつ子 82-7330 主任児童委員

片桐かよ子 73-2334 倉田
松澤　　務 72-2998 上堀
伊藤　雅江 72-4147 上堀
米倉亜矢子 72-2417 上堀
和田　悦昭 72-2839 中堀
山田　洋子 72-7606 中堀
青栁　和義 72-4369 下堀
松田　元子 73-2467 下堀
山田　百合 72-5690 下堀
高橋　清美 73-2477 扇町
平倉　久江 72-3872 扇町
丸山　重隆 72-2776 小田多井
竹内　朋子 72-9917 小田多井
宮澤　洋三 72-8347 田尻
美濃輪喜和子 73-2505 田尻
鹿川　正英 73-2286 田多井
髙橋よし恵 73-4612 田多井
片桐　厚子 72-7299 主任児童委員
大林　陽子 73-4348 主任児童委員

豊　科　地　域

穂　高　地　域
三　郷　地　域 明　科　地　域

堀　金　地　域

～民生委員・児童委員を紹介します～

ご存じですか ?
民生委員・児童委員のこと

問い合わせ先
健社会福祉課（481･1622 681･0703）
各総合支所市民福祉課
豊科（472･3111 ㈹ 672･8340）
穂高（482･3131 ㈹ 682･6622）
三郷（477･3111 ㈹ 677･6060）
堀金（472･3106 ㈹ 672･4900）
明科（462･3001 ㈹ 662･4747）

皆さんのお住まいの地域には、福祉の相談役として民
生委員・児童委員が、また、児童問題を専門とする主任
児童委員がいます。生活上で困ったこと、福祉に関する
ことを気軽に相談してください。民生委員・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。

【民生委員・児童委員】　民生委員・児童委員は、地域
の福祉向上のため、厚生労働大臣が委嘱する「地域福
祉のボランティア」です。市民の皆さんの相談役とし
て活動をしています。

【主任児童委員】　主任児童委員は、児童福祉関係機関・
施設などとの連絡や要援護児童・家庭への援助などを
行います。

（敬称略）


