
№ 氏名 担当地区 № 氏名 担当地区 № 氏名 担当地区 № 氏名 担当地区

1 江田　昭彦 門前・稲波 1 髙橋　幸二 寄居 1 髙木　貞子 浮島東 1 長谷川　保雄 東1区

2 大久保　雄司 田宿 2 本谷　時男 寺地 2 大木　博文 浮島東 2 髙橋　孝子 東2区

3 東郷　和之 戸張 3 酒井　令子 寺地 3 菊地　司郎 浮島中央 3 髙栁　千津子 東3区

4 川尻　良美 浜新宿 4 長澤　快江 新利根新宿 4 宮本　伸一 浮島西 4 木内　孝 東3区

5 德永　一成 本宿荒宿・根宿切通 5 岡野　あい子 新利根新宿 5 栗山　照夫 須賀津 5 郡　房子 東4区

6 太田　英夫 大宿 6 有坂　勝芳 九軒 6 鈴木　昭雄 甘田 6 浅野　佳央 東4区

7 曽根　友子 天王 7 河嶋　澄夫 戌渡・伊崎・太田新田 7 根本　弘一 四箇 7 菅澤　豊 東5区

8 小室　光司 西町 8 大竹　克己 角崎狸穴 8 新橋　則男 阿波 8 佐野　正樹 東6区

9 大久保　みよ子 犬塚本郷 9 宮本　武 中山 9 平山　哲也 阿波 9 宇佐美　孝枝 東7区

10 遠藤　誠二 犬塚本郷 10 海老原　廣志 曽根 10 伊藤　光江 神宮寺 10 坂本　信江 東7区

11 佐渡　保道 荒野 11 宮崎　順一 伊佐津 11 関川　昭 神宮寺 11 青木　志博 東8区

12 唐澤　章 新山・小角 12 黒岩　利子 太田上区 12 浅野　重巳 柏木・堀之内・羽生・柏木住宅 12 坂本　眞佐子 東9区

13 墳﨑　京子 上君山 13 内田　和男 太田下区 13 永長　潔 田宿・本宿・古渡岡 13 一鍬田　耕壽 東9区

14 木内　雄一 下君山 14 遠藤　実男 寺内・小野 14 船串　芳夫 本宿・古渡岡 14 久保木　善信 東10区

15 坂本　勝已 松山・羽賀 15 川村　光子 堀川・桑山新田 15 黒田　勝行 飯出・西三次 15 粟野　安雄 東10区

16 寺内　玲子 羽賀・村田 16 野村　國男 根本1区 16 内埜　弘一 東三次・馬渡 16 村山　功 東11区

17 坪井　俊雄 沼田 17 櫻井　智彦 根本2区・根本6区 17 根本　一也 東11区

18 大髙　泰彦 時崎 18 池田　長二 根本3区 18 黒田　政明 東12区

19 酒井　咲子 小羽賀・時崎 19 油原　正男 根本4区・根本5区 19 坂本　喜一 東13区

20 池田　喜江 上蒲ケ山 20 志村　耕一 東14区

21 山崎　健一 下蒲ケ山 21 髙城　しげ子 東15区

22 宮本　孝行 月出里 № 氏名 担当地区 22 椎名　喜男 東16区

23 宮本　治夫 月出里 1 岡田　研一 江戸崎地区全域 23 山本　悦子 東17区

24 池田　勝弘 花指 2 上野　光江 江戸崎地区全域 24 山口　文雄 東18区

25 大島　和子 沼田台 3 小嶋　百代 新利根地区全域 25 森田　豊 東19区

26 関谷　美子 沼田台 4 川口　勝嘉 新利根地区全域 26 中沢　和美重 東20区

27 浅野　哲男 佐倉・佐倉北部 5 矢﨑　春美 桜川地区全域 27 上田　由利子 東21区

28 黒田　伸治 鳩崎本郷 6 根本　百合子 桜川地区全域 28 徳若　博司 東21区

29 糸賀　勝示 野原 7 茂木　英一郎 東地区全域

30 親見　正博 信太古渡・稲波 8 根本　光男 東地区全域

31 千田　寛治 岡

32 根本　晴夫 須賀

33 鈴木　悌二 椎塚

34 石井　茂平 駒塚

35 庄司　宜史 桑山 ２０１９年１２月１日　～

36 黒田　伸治 南ケ丘

≪民生委員・児童委員≫ってどんな人？

◆「民生委員」は、厚生労働大臣から委嘱
さ れ、地域で活動しています。
　「児童委員」を兼ねており、子どもに関わ
る相談・支援等を行います。
　主に子どもに関する支援活動を行う「主
任児童委員」の指名を受けている委員もい
ます。
・皆さんがかかえている問題について、相
談にのります。
・稲敷市の福祉制度や支援サービスを紹
介します。
・関係機関（行政等）との「つなぎ役」になり
ます。

◆民生委員・児童委員には守秘義務があ
り、相談した方の秘密は守られます。
　お気軽にご相談ください。

◆平成29年に民生委員制度は１００周年を
迎えました。

主任児童委員

 
                    民生委員・児童委員の徽章
                    などに用いられているこの
                    マークは、幸せのめばえを
　　　示す四つ葉のクローバーをバックに、
　　　民生委員の「み」の文字と児童委員を
　　　示す双葉を組み合わせ、平和のシン
　　　ボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を
　　　表しています。

◆民生委員・児童委員へ相談したいとき
は、下記へお問い合わせください。

◆事務局：稲敷市役所社会福祉課
☎０２９－８９２－２０００（代表）

　委員の任期：

　　　　　　　　２０２２年１１月３０日

安心して住み続けることができる地域社会づくりに貢献します。

わたくしたち民生委員・児童委員は、市民と行政の「パイプ役」です。 稲敷市民生委員児童委員協議会

江戸崎地区委員 新利根地区委員 桜川地区委員 東地区委員
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