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民生委員・児童委員の全国一斉改選
問共生福祉課地域福祉・監査担当（☎ 594-5534）

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、社会奉仕の精神をもって地域における福祉活動を行っ
ています。任期は３年で、非常勤の公務員という位置づけですが給与は支給されません。今回の改選では定
数が 2 人増員され、市全体で 151 人となりました。
　12 月１日から新たに各地域を担当する民生委員・児童委員をご紹介します。連絡先などは、共生福祉課ま
で問い合わせください。

東３ 磯部  義雄
東４ 加藤  富子
中丸１丁目－１ 畠山 克己
中丸１丁目－２ 園川 昌子
中丸２丁目－１ 大塚 広美
中丸２丁目－２ 山田 健司
中丸３丁目－１ 藤倉 正子
中丸３丁目－２ 松本 久美子
中丸４丁目－１ ※
中丸４丁目－２ 佐谷 一子
中丸５丁目－１ 竹内 満惠
中丸５丁目－２ 鈴木 千惠子
中丸６・８・９丁目 関口 浩一
中丸７丁目－１ 大友 康
中丸７丁目－２ 熊木 庄吾
中丸地区 ◎亀井 泰子
中丸地区 ◎齊藤 晴美
東５ 金栗 謙
緑３丁目 松澤 郁雄
緑１丁目 石田 佳代子
緑２丁目－１ 池田 澄子
緑２丁目－２ 中村 明美
中央１丁目 長谷川 由美子
中央２丁目 松田 充子
中央３丁目 荒井 三郎
中央４丁目 大野 英子
北本１丁目 新井 紀江
北本２丁目－１ 原口 礼子
北本２丁目－２ 川島 裕代
北本３丁目 新井 昌代
北本４丁目－１ 岩井 敦子
北本４丁目－２ 小林 啓子
本宿１丁目 小川 芳枝
本宿２丁目 加藤 和正
本宿３丁目－１ 鬼形 江美子
本宿３丁目－２ 関口 千恵子
本宿４丁目 井野 和江
本宿５丁目 髙田 宏
本宿６丁目－１ 大塚 美奈子
本宿６丁目－２ 高橋 理恵子
本宿７丁目 鈴木 敏雄
本宿８丁目 宮倉 勇

中央地域地区 ◎有田 めぐみ
中央地域地区 ◎酒井 都子
山中１・２丁目 大曽根 紀代
東７・８ 木村 梅子
東９ 樋口 悦子
東 10・11・19 谷中 芳江
アトレ北本 関口 誠
宮内１丁目－１ ※
宮内１丁目－２ 市村 泰一
宮内２丁目 田中 美佐江
宮内３丁目－１（Ｃ地区） 内田 明子
宮内３丁目－２（Ａ・Ｂ地区） 金子 洋子
ワコーレ１（Ｅ・Ｆ棟） 宮川 勝
ワコーレ２（Ａ・Ｂ棟） 阿部 雅美
ワコーレ３（Ｃ・Ｄ・Ｇ棟） 越智 優美子
東地域地区 ◎宮﨑 美恵子
東地域地区 ◎石川 千恵子
東間１丁目 髙橋 幸子
東間２丁目－１ 輕部 キヨ子
東間２丁目－２ 松﨑 せつ子
東間３丁目 内田 明美
東間４丁目 朝見 昌子
東間５・６丁目－１ 山本 廣一
東間５・６丁目－２ 足立 昭夫
東間７丁目－１ 佐々木 榮美子
東間７丁目－２ 中村 幸司
東間８丁目－１ 赤沼 幹江
東間８丁目－２ 竹内 敏
サンマンション１ 渉里 千榮子
サンマンション 2 平 昌子
深井第１ 杉山 一枝
深井第２・スカイハイツ 中原 信子
深井第３－１ 西﨑 重雄
深井第３－２ 服部 玲子
東間深井地区 ◎大竹 郷美
東間深井地区 ◎菅野 由香
二ツ家１丁目 岡﨑 敏江
二ツ家２丁目 瀧澤 徹
二ツ家３丁目 山田 春江
二ツ家４丁目－１ 清水 利治
二ツ家４丁目－２ 小口 惠美子
二ツ家団地 多田 正子

（敬称略・令和４年 12 月 1 日現在）
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北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997

西２－１ 伊勢谷 早苗
西２－２ 羽生 澄枝
西２－３ 樫本 小夜子
台原 野田 知加
三菱 古澤 正洋
京王団地 上田 久美子
東原団地 北井 秀樹
南団地 池尻 博
ハイデンス－１ 長谷川 新一
ハイデンス－２ 清水 隆二
マリオン北本 奥山 隆由
南部地区 ◎井上 里絵
南部地区 ◎矢口 典子
本町１丁目 森川 善恵
本町２丁目 志村 みどり
本町３丁目 宇田川 成子
本町４丁目 栁澤 和代
本町５丁目 下村 惠久子
本町６丁目－１ 及川 華子
本町６丁目－２ 今井 博昭
本町７丁目 住本 加代
本町８丁目 佐伯 明美
西高尾１丁目－ 1 森田 美恵子
西高尾１丁目－２ 八木 真弓
西高尾２丁目 柏原 早苗
西高尾３丁目 ※
西高尾４丁目 藤澤 和男
西高尾５丁目－１ 靏間 陽子
西高尾５丁目－２ 加藤 惠子
西高尾６丁目 岡田 咲子
西高尾７丁目－１ 新井 雪江
西高尾７丁目－２ 小西 良子
西高尾８丁目－１ ※
西高尾８丁目－２ 諏訪 千加子
本町西高尾地区 ◎引野 佐代子
本町西高尾地区 ◎新井 めぐみ

西３ 千葉 麗子
西４－１ 吉田 孝
西４－２ 吉田 とし子
西５・17 －１・17 －２ 田嶋 惠江
西６・７ 徳本 友美
西８ 佐藤 一雄
西９・13 石原 佐也佳
西 10・20・北里 野田 健次
西 11 矢部 恒治
西 12・14 矢部 貞子
チサン第３－１ 茂木 好
チサン第３－２ 長谷川 則子
西 15・16・18 金子 修扶
西 19 －１ 加藤 一男
西 19 －２ 髙橋 あさの
ハイムタウン 柳瀬 重人
アースドリーム 佐々木 京子
西部地区 ◎那須野 悦子
西部地区 ◎高橋 和美
栄１－１（１街区３～ 10） ※
栄１－２（１街区 11 ～ 16・
19 ～ 20、栄保育所） 櫻庭 優子

栄２－１（２街区１～７） 須永 由美子
栄２－２（２街区 8 ～ 12）、
グリーンハイツ 野口 忠久

栄３－１（２街区 13 ～ 18） 山本 進
栄３－２（２街区 19 ～ 23、
商店街１街区 21 ～ 30） 江原 恵

栄４－１（1 街区 17 ～ 18、
3 街区 1 ～ 3・14 ～ 15） 黒田 真理子

栄４－２（３街区４～９） 角田 かすみ
栄５－１（３街区 10 ～ 11・
13・16 ～ 20） ※

栄５－２（３街区 12、４街区
１～６） 藤原 和子

公団地域地区 ◎小澤 理絵
公団地域地区 ◎齊藤 ゆかり

　民生委員・児童委員は、地域の皆さんの身近な相談相手として、支援を必要とする住民と行政や専門機関
をつなぐパイプ役を務めており、日々、さまざまな活動を行っています。

・※欄は今後選任予定の地域です。
・◎は主任児童委員です。児童福祉に関する事項を専門とし、学校や市などと連携して各地域の委員の活動をサポートします。

福祉に関する困りごと、心配ごとは民生委員・児童委員へお気軽に問い合わせください　

　 ＜活動内容（一部）＞
　・子育てから介護まで、幅広い内容の相談の受付と、相談窓口や福祉サービスの紹介
　・高齢者や障がい者世帯等の訪問・見守り
　・登下校時の子どもたちの見守りや声かけ、通学路周辺のパトロール
　・市役所等が行う高齢者の状況調査や社会福祉協議会が開催する事業への協力
　・研修や勉強会等を通じた専門的な知識の習得　など

　委員には守秘義務があり、相談の内容や個人の秘密が外部に漏れることはありません。福祉に関する困り
ごと・心配ごとなどがありましたら、各地域の民生委員・児童委員にご相談ください。
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