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令和元年 12 月１日付けで、114 名の民生委員児童委員・主任児童委員が委嘱されました。
それぞれの担当地区で地域住民の方々の福祉向上のために活動しています。生活の面など
で困ったことがありましたら、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

民生委員・児童委員
主任児童委員のご紹介

困りご
とご相

談くだ
さい

担当区域 氏名
内門・上内門・新町 又木 節子

法楽寺・東法楽寺・南法楽寺・中法楽寺・横尾 田中 ゆみ子
向江東・向江中・向江西・向江南・管渡西・
管渡上 岩松 順子

上町・本町・仲町・荷原・下新地 高橋 真紀子

管渡・掛上南・掛上 田實 涼子

管渡中・管渡東・管渡住宅・黒鳥・新管渡 山下 幸次

麓・上麓・新地・上新地・中道 蕨野 洋子
田村・湯之尻・堂之馬場・上新町・湯
之尻団地 吉元 公一

新高尾・緩毛原・高尾台・（京町） 中村 律子
橋野東・西・南・北・前・中央・後・下・
坂之上・堺・宮脇・十文字 安莊 詔子

福留・東福留・西福留・町畑・東高松・
轟木・新福留・池山上・池山中 堀内 哲郎

前高松・中高松・新高松・下高松・上高松・
高松・愛郷住宅 田﨑 まり子

川内中・川内後・川内下・川内東・川内西 榎田 淳子

川内団地（１～５号棟）・野田・丸尾 森岡 睦子

川内団地（６～９号棟）・尾崎山・飛山 西山 信雄
川内前・住吉・新住吉・鶴路・松尾・
小中野・小中野後 小松 直子

寺田・下市・寺田西・寺田上・並松・寿台 田中 靖子

森田・森田上 貴嶋 美代子
上之馬場・前田・前田下・深川東・深
川西前・深川西後・深川南・深川北・
迫下

羽嶋 さなゑ

三枝前・三枝後・広底・中園前・中園中・
中園後・中園上 德田 義博

檍・檍上・檍西留団地・見帰・原村・
陣之山・大路・寺山 外園 榮教

坂元・柿木下一区・柿木下二区・柿木
下三区 佐野 伸二

◎ 末吉地区民生委員・児童委員一覧
担当区域 氏名

富田・南富田・仮屋・久保 豊満 秋夫

柿木上・柿木東・石之脇・屋敷寺・高岡下 富岡 久雄
高岡上・平沢津・新田山・花房・吉原・

（中岳） 米丸 幸枝

大園・大園下・池山・栫井・栫井上 竹下 利文

祝井谷・西祝井谷・飯塚・西飯塚・内堀 熊谷 康雄

有持上・有持下・虎丸・大沢津 山下 育男

南大沢津・宮原・道添・前田 宮田 喜久男

岩南・丸山上・丸山下 早﨑 大二郎
六町東・六町西・六町南・六町北・六町上・
六町下・六町前・西高松 山本 信雄

白毛・入佐・郷原・西中野・宮之脇 西田 貴子

中原・谷野・藏之町・南藏之町・村山 小田 マチ子
胡摩・和田・田方・田方西・猪之川内・
猪之川内東 中岡 マスミ

五位塚・五位塚東・五位塚前・椿・口弁木・
光神・棚木 岡留 清文

畩ケ山・外園前・外園中・外園後・通山・
新留 黑原 みどり

迫・武田・新武田・寺園・宇都之上 高井田 博子

内村・坂下・友常・小倉・徳留 新留 ツヤ子
原口・原口東・原口西・前川内・前川内西・
種子田・種子田上 福元 修一

後迫・中崎・下柳井谷・南柳井谷・中
柳井谷・後柳井谷・元柳井谷 冨田 次雄

堂園・堂園上・新原・鶴木・国原東・
国原西 吉牟礼 芳治

蓑原・柳迫・西柳井谷・上柳井谷 中原 良子
（主任児童委員）柳迫小・諏訪小・岩南小・

高岡小 池田 眞由美

（主任児童委員）岩北小・深川小・末吉小 釘田 裕子

（主任児童委員）末吉中・光神小・檍小 富永 ちよみ
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◎ 大隅地区民生委員・児童委員一覧

◎ 財部地区民生委員・児童委員一覧
担当区域 氏名

城山・南・天子馬場 大重 さとみ

七村（全） 吉満 忠志
杢比野・田代・切通（全）・飯野（全）・
川畑 飯野 鉄郎

正ケ峯住宅・横馬場・東馬場 内村 みづえ

古井（全）・日光・鳥越 德丸 幸夫
坂元・湯田・高山・沢田・坂元住宅・
ほたるケ丘 内村 隆昭

正ケ峯（全）・中尾 岩崎 惇子
今別府（全）・馬立・上藤ケ迫・南方神
社住宅 , 泊ヶ山（全） 本村 ヨリ子

畩ケ山・通山・芝立・棚木（全） 棚木原 重光

帯野（全）・上村 𡧃都 フヂ子
炭山谷・中野（全）・小土野・須賀・大
迫 戸越 順子

柿木・片蓋・八ケ代・荒川内   南脇 ちよ子

新田・阿邪里（全）・中須 鎌原 輝夫

町・本町・畠中・きらめきタウン 田口 淑子

担当区域 氏名
谷川内（全）・金丸・板越 德丸 宏幸
水ノ手・西村・桜馬場・水ノ手住宅・
城ノ口 野村 ひとみ

新並木・蓑原・新穂 宮田 良一

田平・田平住宅 上川 一幸
閉山田・平野（全）・刈原田・浦興禅寺・
北俣住宅 西山 れい子

宇都・川内 川畑 やえ子
大峯（全）・水ノ久保・粟谷・水ノ原・
水ノ久保住宅 前田 優子

大良（全）・吉ケ谷 荒武 浩美

大川原（全） 德石 昭子

高塚・桐原・正部・谷ケ峯 冨岡 ひろ

十文字（全）・園田・仏性院・大丸住宅 瀬戸口 えい子

堤・中谷・片平・溝ノ口・大石・踊橋 田畑 徳子

主任児童委員（地区内全域） 坂口 利幸

主任児童委員（地区内全域） 平田 新一

問い合わせ先 福祉事務所 福祉課 高齢者福祉係　☎ 0986-72-0936

担当区域 氏名
飯田・東飯田・別府 别府 まり子

新原・沖上・葛原・西葛原 滿 昭二

中園・西中園 山口 サチエ

河原・上諏訪・天神丘・河原弥五郎 野田 トミ子

上馬場・東馬場 山口 十蔵

上森園・中森園・下森園・森園 杉永まち子

岩川本町 田中 裕文

日之出町・西山・平原 榊原 みどり

旭ヶ丘・東旭ヶ丘・竹山・南竹山 安田 淳子

桜ケ丘・東桜ヶ丘 川﨑 育雄

あけぼの 能口 律子

吉井・元八幡・土成・新城・渡 長﨑 美代子

上岡別府・下岡別府・郷田・松田 津留 ユミ子

新田場・神掛・入角・浅井・飛佐 飛佐 清香

菅牟田・花白・久木山・東久木山 岩倉 幸二

猫塚・牧・馬渡 冨吉 かおる

蕨谷・川床・市吉・柳井谷 中村 春子

東鍋・西鍋・東笠木 原田 妙子

桂・東西桂・八木塚・西笠木 八木 順子

梶ヶ野・東迫 朝倉 知恵
上坂元・新坂元・中坂元 森山　典子

二重堀・段坂元・立馬 堀　 さよ子

担当区域 氏名
中之内榎木段・坂元榎木段・東坂元・狩谷 平牟礼 範子

折田・北・佐敷 山下 悦子

大路・神牟礼・紺垣 肝付 福美
上須田木・中須田木・下須田木・清津野・
川路山 須田木國男

乙河内・上長江・中長江・鍋山 高田 日出子

麓・野町・柳原 鍋山 美智子

内山・大川原・中大谷・茭ヶ迫 小川原 俊昭

宮ヶ原・小山・里脇・小松・炭床 二田 尚子
伊屋松・高松・十三迫・青松段・南住
宅会 佐伯 つみ子

新留・桑之迫・境迫・大鳥 竹元 澄昭

大迫・荒谷・上別府 北村 順子

市柴・大田尾・志柄 竪山 政美

八合原・西竹山・大久保 福岡 文子
持留・牧原・上勢井・岡元・平木・中
野住宅会 冨岡 佳代子

松尾田・下岡・上岡・中野・月野住宅
会 寺師 照子

広津田・中村・川久保・藤ヶ峯・桑水
流 東江 光次

岩元・久保崎・縄瀬 岩元 正治

主任児童委員（地区内全域） 上迫 孝子

主任児童委員（地区内全域） 牧之瀬 良子




