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毎月19日は食育の日です　食の安全性に関する意識と関心を高めましょう

委嘱辞令伝達式のようす
（12月1日・市民文化会館）

いつもあなたのそばに

高山市民生児童委員・主任児童委員名簿         
（平成28年12月1日現在）

　12月1日付けで、民生児童委員と主任児童委員の改選が行われ、224名の方々が厚生労働大臣
から委嘱されました。
　民生児童委員は、高齢者などへの援護活動をはじめ、子どもが健やかに育つ環境づくりや、さ
まざまな問題を抱えた方の相談、援助にあたります。また、主任児童委員は児童福祉関係機関と
の連携・調整をしたり、民生児童委員と協力して必要な援助をします。
　委嘱された方々は、平成31年11月30日までの任期の間、地域福祉の担い手として重要な役割
を果たされます。

新しい民生児童委員・主任児童委員が
委嘱されました 問合先 福祉課　☎35⊖3139

地区 担　当　地　域 氏　名

東

1 西洞町・宗猷寺町 野尻　映一
2 天性寺町・愛宕町 田屋　忠司
3 若達町１丁目・２丁目 都竹　文子
4 春日町・島川原町 下田　正克
5 堀端町・馬場町１丁目・２丁目 今井　幸三
6 吹屋町 大萱　晴美
7 大門町・鉄砲町 平田　　肇
8 江名子町の一部（錦町町内会） 伊藤　文子
9 江名子町の一部（下江名子町内会の北部・荏名団地町内会） 福田　仁重
10 江名子町の一部（下江名子町内会の南部・上江名子町内会） 林　　正道
11 山口町・江名子町の一部（桜ケ丘町内会） 山崎　壽呂
12 主任児童委員 大栗田智美
13 主任児童委員 中井　光博

西

14 下一之町・大新町１丁目 野畑　国久
15 下二之町・下三之町 倉田　啓子
16 左京町・桜町・八幡町 水本　悦代
17 大新町２丁目・３丁目 堅田　章衞
18 本町２丁目・有楽町・相生町 打保　千穗
19 本町３丁目・４丁目 西野　數茂
20 花川町・名田町６丁目 洞口　容子
21 朝日町・末広町 秋田多美子
22 七日町１丁目・２丁目・神田町１丁目 足立加代子
23 七日町３丁目・神田町２丁目 大﨑　　勇
24 総和町１丁目・２丁目 北原　康央
25 初田町１丁目・花岡町１丁目 脇本　光子
26 初田町２丁目・花岡町２丁目 清水　幸平
27 昭和町２丁目の一部（南校下を除く） 小川千惠子
28 主任児童委員 菅田　英巧
29 主任児童委員 川上　悦代

南

30 本町１丁目・名田町５丁目 永橋　則明
31 八軒町１丁目・２丁目の一部（南町内会を除く） 三枝　祥一
32 川原町・西町・八軒町２丁目の一部（南町内会）・３丁目の一部 平野　　真
33 名田町４丁目・天満町４丁目・５丁目・６丁目・八軒町３丁目の一部 石澤　憲治
34 花里町４丁目・５丁目・６丁目 下屋勝比古
35 昭和町１丁目・２丁目の一部（南校下） 前田　康子
36 岡本町１丁目の一部 畑　　正吾
37 岡本町1丁目の一部・2丁目の一部・上岡本町7丁目の一部 竹田　幸夫
38 岡本町２丁目 田中　英夫
39 上岡本町１丁目の一部・３丁目の一部・４丁目の一部 吉野　忠男
40 上岡本町３丁目の一部・４丁目の一部・７丁目の一部 榎田　英夫
41 上岡本町５丁目 吉良　律子
42 緑ケ丘１丁目・２丁目 折敷地由美子
43 上岡本町１丁目の一部・２丁目・上岡本町 島田　徹夫
44 上岡本６丁目・８丁目 小林嘉代子
45 主任児童委員 平田美知枝
46 主任児童委員 黒田久美子

北 47 大新町４丁目 小島　　孝

地区 担　当　地　域 氏　名

北

48 大新町５丁目・三福寺町の一部（大新町５丁目町内会） 丸山　弘和
49 総和町３丁目・初田町３丁目 河村　達雄
50 花岡町３丁目 小林　高子
51 昭和町３丁目・岡本町３丁目・下岡本町の一部（南部） 澤　　知美
52 岡本町４丁目・下岡本町の一部（東部） 東　　正樹
53 下岡本町の一部（中部） 川上　文子
54 下岡本町の一部（北部）・問屋町・冬頭町の一部 堀口　潤子
55 下岡本町の一部（西部） 辻井　伸子
56 中山町 北村千壽子
57 桐生町１丁目・２丁目 大前　陽子
58 桐生町３丁目・４丁目 荒木　一雄
59 桐生町５丁目・６丁目 松垣　幸惠
60 桐生町７丁目・８丁目 溪上　一男
61 冬頭町 加藤　悦子
62 松本町（有斐ｹ丘町内会を除く） 岩畠　武夫
63 本母町 山﨑　春昭
64 三福寺町の一部・松本町の一部（有斐ｹ丘町内会） 安川　　保
65 主任児童委員 反中　裕子
66 主任児童委員 瀬木　貞子

山
　
　
王

67 森下町１丁目の一部 上林美也子
68 森下町１丁目の一部 長瀨多美子
69 森下町２丁目・城山 一本木　守
70 神明町１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 日比野恭子
71 上一之町・上二之町 櫻野功一郎
72 上三之町・片原町 長瀬　紀子
73 片野町・片野町１丁目・２丁目 野崎　憲児
74 片野町３丁目・５丁目の一部 木谷　貴子
75 片野町４丁目 西　　　香
76 片野町５丁目の一部 横山富美子
77 片野町６丁目 山本美和子
78 石浦町１丁目・２丁目・５丁目の一部 木下　洋子
79 石浦町３丁目・６丁目 塚本　絹子
80 石浦町４丁目・５丁目の一部 中嶋　吉良
81 石浦町５丁目の一部・７丁目 藤田　敏幸
82 石浦町８丁目・９丁目 山本　良一
83 主任児童委員 谷口　弘子
84 主任児童委員 宮垣　英子

上
　
　
枝

85 旭ケ丘町・中切町 大垣内長雄
86 下切町の一部（西部　6～10班、15班） 榎坂　治雄
87 下切町の一部（東部　1～5班、11～14班、16班） 輪方　勝夫
88 上切町・赤保木町の一部（見量町内会を除く） 中屋助十郎
89 赤保木町の一部（見量町内会） 清水　長子
90 下林町 森本　郁子
91 下之切町 田尻　成子
92 山田町の一部 島田　正善
93 山田町の一部・匠ｹ丘町 池田三太郎
94 新宮町の一部（東部） 石原　正樹
95 新宮町の一部（中部） 廣田　謙二
96 新宮町の一部（西部） 北村　純子
97 八日町・前原町 山下　朋保


