
氏　名 住　所 電話番号 担当地区
髙　橋　良　造 南町2丁目2-22-10 26-2927 南町
麻　生　公　子 南町2丁目7-20 25-9258 南町
小　関　恵　子 新館町3-55-1 24-4324 田町
日　下　邦　子 田町2丁目4-19 25-5023 田町
阿　部　澄　子 字本町67-3 26-2636 本町
鈴　木　民　子 字長町31 25-7654 中町・長町
鈴　木　芳　昭 大川町4-12 24-5215 亘理町
古　山　陽　子 大川町7-11-5 25-1052 短ヶ町
立　田　佐代子 西益岡町1-11 25-5443 新町
岡　崎　よしい 西益岡町5-18 26-3052 西益岡
阿子島　美代子 八幡町12-36 25-3645 西益岡
太　宰　和　枝 沢端町8-39 24-4390 中益岡
髙　橋　直　弘 大手町3-27 24-4253 東益岡
半　田　千香子 字清水小路22-1 26-3224 清水小路・寿町
上　西　一　郎 字銚子ケ森22 25-3523 柳町
風　間　文　靜 字柳町16 26-2575 柳町
谷　津　武　男 東町1丁目3-31 25-7773 柳町
菊　地　芳　子 字寺屋敷前72-4 25-3520 本郷第一
山　田　文　子 字大畑一番59 26-2542 本郷第一
佐　藤　れい子 字大畑一番15-6 25-3853 本郷第二
大　野　正　利 郡山字西堀55-51 25-7466 本郷第三
半　澤　みゆき 郡山字西堀46-9 25-7110 本郷第三
荒　井　　　礼 字不澄ケ池123 26-3383 本郷第三
平　間　雅　子 字半沢屋敷前94-2 26-2014 本郷第四
仙　石　　　隆 寿山25-1 25-7443 寿山
大　庭　久美子 寿山26-11 26-3594 寿山
佐　藤　晴　代 鷹巣東3丁目17-21 25-4633 鷹巣
村　上　健　一 鷹巣東4丁目1-37 25-6807 鷹巣
福　士　直　輝 鷹巣字堂ノ入山2-4 26-1666 緑が丘
伊　藤　敏　雄 緑が丘20-10 25-1871 緑が丘
八　島　悦　郎 旭町4丁目3-16 25-6194 旭町
熊　川　昭　英 郡山字七屋敷22-20 24-5717 上郡山第一
村　上　乃里子 松ケ丘2丁目7-14 24-5695 上郡山第二

　地　惠　子 郡山字観音崎139-1 25-3957 郡山
齋　籘　信　子 郡山字観音崎229 25-7042 郡山
大　庭　奈美子 小下倉字山口24 25-3859 小下倉
三　上　成　子 大鷹沢三沢字田中143-1 25-8449 田中

氏　名 住　所（福岡以降） 電話番号 担当地区
髙　橋　順　子 蔵本字細野33 25-2647 滝上･岩ノ上
村　山　和　子 蔵本字六本松一番7 25-4592 滝下
我　妻　朝　子 蔵本字一本木1-1 25-9653 滝下
和　田　祐　臣 蔵本字薬師堂130 25-7432 尾箆
田　切　よし子 蔵本字中原6 25-3648 上原･下原
鈴　木　茂　子 蔵本字鎌先一番58-4 24-5176 鎌先・弥治郎
齋　藤　 　美 長袋字陣場が丘11-3 25-7579 山ノ下
村　上　めぐみ 長袋字上河原14-3 25-2581 沖
佐　藤　洋　子 長袋字鹿ノ屋敷22-2 26-3261 沖
髙　橋　良　子 八宮字舘前41 26-3260 八宮
佐　藤　博　美 八宮字大網北27 24-4454 大網･芹沢
大　槻　良　子 深谷字上高野49-2 26-3735 西区上･西区下
安　彦　　　實 深谷字白山堂3 25-8299 東区
齋　藤　　　好 深谷字鴫内22 25-7559 北区･南区
髙　橋　敦　子 深谷字即安14 24-8012 三住･蔵王
木　村　近　雄 八宮字不忘山61-3 26-6887 不忘
大　槻　吉　男 蔵本字長峯15-2 24-8376 川原子

※ �12 月１日現在、山根地区の民生委員は欠員となっています。

氏　名 住　所（大平以降） 電話番号 担当地区
高　橋　良　一 森合字坂下前1 26-2949 １区の一部
村　上　さ　き 森合字上原町32 25-2387 ２区・１区の一部
平　間　紀　子 中目字八ツ森脇8-3 25-8488 ３－１区・３－２区の一部
佐久間　善　信 中目字舘前107 25-7752 ４区・５区・６区
一　条　庄　一 坂谷字山王下31 25-1380 ７区・３－２区の一部
佐　藤　紀　子 上久保4-34 25-7286 ８区
佐　藤　　　進 城南2丁目16-7 24-4645 城南の丘・１区の一部

●大平地区（７人）

氏　名 住　所（小原以降） 電話番号 担当地区
山　影　勝　政 字町62 29-2356 上戸沢・下戸沢
齋　藤　孝　子 字藤坂10 29-2255 赤井畑・冷清水・大熊
原　田　久美子 字原6-1 29-2341 塩倉・東
髙　橋　いく子 字猿鼻3 29-2142 中北・猿鼻
小　室　美奈子 字摺切28-2 29-2749 新町
髙　橋　としみ 字沼田14 29-2106 赤坂・湯元
大　浦　茂　子 字明戸14 29-2207 明戸・小久保平

●小原地区（７人）

●白石地区（37 人）

氏　名 住　所（白川以降） 電話番号 担当地区
佐　藤　好　一 内親字向19 27-2336 １区
佐　藤　喜　一 津田字下川原21-8 27-2609 ２区
平　間　松　子 津田字山崎屋敷28 27-2710 ３区
相　原　晴　美 津田字川畑164 27-2411 ４区
小　野　琢　磨 小奥字上台1-3 27-2511 ５区
佐　藤　一　夫 犬卒都婆字東北47-2 27-2169 ６区・７区

●白川地区（６人）

氏　名 住　所（大鷹沢以降） 電話番号 担当地区
佐　藤　朝　子 三沢字坂端47-1 25-8489 １区

角　張　　　功 三沢字大師堂256-2 090-
1039-7981 ２区・３区

島　貫　やゑ子 三沢字西中ノ内63 25-9544 ４区・５区
髙　橋　貞　子 大町字矢ノ口西87 25-9574 ６区・７区
大　橋　隆　男 鷹巣字芦ノ又32-3 24-4266 ８区・９区・12区
鈴　木　順　子 大町字塔ノ入89-1 26-1642 10区・11区

●大鷹沢地区（６人）

氏　名 住　所（越河以降） 電話番号 担当地区
八　島　美弥子 字町屋敷90 28-2088 １区･２区
木　村　英　子 字東24 28-2428 ３区・４区
安　藤　昭　信 五賀字宮下13-1 28-2668 ５区･６区
佐　藤　隆　男 五賀字西原5 28-2406 ７区･８区
宍　 　久美子 平字中妻前4-3 28-2968 ９区
佐　藤　正　幸 平字中在家22-4 28-2063 10区

氏　名 住　所（斎川以降） 電話番号 担当地区
畑　中　榮　子 字小萱3 25-5819 １区･２区･３区の一部
高　橋　忠　一 字町屋敷37 25-5939 ３区・４－１区・４－２区
古　山　啓　子 字大蔵内17 25-0564 ５区･６区
村　上　朝　雄 字沼前13 25-0598 ７－１区・７－２区・８区

氏　名 住　所 電話番号 担当地区
半　澤　京　子 東町四丁目7-32 24-5687 白石
小　野　健　治 西益岡町7-3 25-6222 白石
八　島　和　子 越河平字宮ノ脇28-1 28-2171 越河
遠　藤　桂　子 越河五賀字中郷良37-3 28-2223 越河
阿　部　さつき 斎川字町屋敷49 25-5959 斎川
梶　川　朝　子 斎川字保科32-1 26-3240 斎川
小　関　久　美 大平森合字八ツ森山29-2 25-9466 大平
佐　藤　美智子 上久保1-12 25-3856 大平
髙　橋　はる江 大鷹沢大町字矢ノ口西76 25-9576 大鷹沢
深　田　由　一 大鷹沢三沢字久保田79-1 25-1643 大鷹沢
伊　藤　眞利子 白川犬卒都婆字石ノ森22 27-2227 白川
宍　戸　由美子 白川津田字越田山根57 27-2035 白川
我　妻　裕美子 福岡長袋字馬場29 25-4638 福岡
平　間　律　子 福岡深谷字山神26 24-4150 福岡
川　津　やよ江 小原字小屋沢31-9 29-2566 小原
齋　藤　義　博 小原字平22 29-2532 小原

●越河地区（６人）

●斎川地区（４人）

●福岡地区（17 人）

民生委員・児童委員の皆さん（90人）

民生委員・児童委員とはどういう方たちですか？
■民生委員・児童委員の本分と身分
　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それ
ぞれの地域において、住民の皆さんの立場に立っ
て相談に応じ、必要な助言を行い、社会福祉の増
進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねてい
ます。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安
心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子
育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援
を行います。
　また、各地区には、児童に関することを主に担
当する「主任児童委員」が配置されています。

■民生委員・児童委員の給与
　給与は支給されず、任期は３年で再任も可能で
す。３年に１度、一斉改選が行われ、12 月 1 日
に改選が行われました。
■民生委員・児童委員の活動内容
　高齢者、障がい者、児童の支援、生活困窮者の
相談、地域社会の健全育成など多岐に亘り、「地
域福祉の推進役」として、なくてはならない存在
です。日常生活の困りごとや児童に関するさまざ
まな問題などがありましたら、気軽にご相談くだ
さい。

主任児童委員の皆さん（16 人）

　主任児童委員は、厚
生労働大臣の指名を
受けて、子どもに関す
ることを専門的に担
当します。主任児童委
員の制度は、子どもの
非行やいじめ、不登
校、児童虐待などの問題が深刻化する中で、児
童委員の相談・支援などの活動をより充実し、
活発化させるために、平成 6年に創設されたも
の。主任児童委員は、市や児童相談所、保健所、
学校などの関係機関と連携を密にし、担当地区
の民生委員との連絡調整を行うとともに、児童
委員の活動に対する援助・助言を行います。

主任児童委員

　12月１日、民生委員・児童委員と主任児童委員の一斉改選が行われ、106人の民生委員・児童委員（う
ち16人が主任児童委員）の方が厚生労働大臣から委嘱を受けました（任期は令和４年11月まで）。日
常生活の困りごとや児童に関するさまざまな問題がありましたら、気軽にご相談ください。

�問福祉課　☎22-1400

白石市民生委員・児童委員
主任児童委員の皆さんを紹介します
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