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Ichinoseki Area

一関地区

担当行政区 担当者

一関 1 菅原貞子
一関 2 郷内善子
一関 3、4 吉川眞理子
一関 5 本多良子
一関 6 小野寺友子
一関 7 菅野政惠
一関 8 小野洋子
一関 9 阿部牧子
一関 銀座、大町 沼倉正博
一関 12、13 菅原るみ子
一関 14 若生啓子
一関 15 水澤美喜子
一関 16東 兒玉惠子
一関 16中 佐藤勝美
一関 16西 小坂博子
一関 16西 千葉容子
一関 17 小野寺俊雄
一関 17 髙橋イツ子
一関 18、19 江刺悦子
一関 20 菅原京子
一関 20 澤野律子
一関 釣親 千葉和子
一関 高崎 増山京子
一関 台東 塩原ひさ子
一関 関が丘1 及川トシ子
一関 関が丘2 髙橋なほ子
一関 関が丘3 佐藤仁子
一関 関が丘4 小野寺勇
一関 関が丘5 小林美江
一関 関が丘6 渡渕政志
一関 主任児童委員 鈴木トキ
一関 主任児童委員 髙橋道代
山目 宮下 佐藤薫
山目 宮下 白岩典子
山目 宮前 岩本和美
山目 宮前 中田重男
山目 竹山、中央 佐藤親幸
山目 竹山、中央 石川伸子
山目 五代 梁川行子
山目 銅谷 佐藤耀子
山目 三反田1 阿部喜久子
山目 前田、三反田2 千葉洋子
山目 5 佐藤光男
山目 5 佐藤紀子
山目 青葉1 阿部昭代
山目 青葉2 阿部隆
山目 幸 鈴木五郎
山目 6 吉田惠美子
山目 才天 齊藤三郎
山目 才天 髙橋敬子
山目 十二神 佐藤祐子
山目 末広1 佐藤道江
山目 末広2 佐藤百合子
山目 7南 千葉八重子
山目 7北 熊谷直通
山目 8 保坂久子
山目 8 古内三郎
山目 共林 佐々木富男
山目 中通 鈴木良一
山目 中条、宿 千葉諒子
山目 10、宿 中村宗敏
山目 11、12 鈴木ネ豊子
山目 山手 長尾美惠子
山目 山手、13 阿部信一
山目 沢内 菅原滿
山目 沢内 小岩政夫
山目 主任児童委員 佐藤恭子

担当行政区 担当者

山目 主任児童委員 小野寺京子
中里 1 佐藤利夫
中里 2 小野寺仁郎
中里 3 大友敏明
中里 4 佐藤弘子
中里 5 寺澤淑子
中里 6 髙橋喜久男
中里 7 髙橋辰美
中里 10、11 小野寺彰子
中里 12 佐藤啓子
中里 里が丘 熊谷民生
中里 蘭梅、太平 千葉康弥
中里 主任児童委員 吉家本浄
中里 主任児童委員 千葉好子
真滝 三関1 阿部智賀子
真滝 三関1 佐々木由美子
真滝 三関2 熊谷悦子
真滝 三関3 高橋征子
真滝 三関3 佐々木エイ子
真滝 三関4 小川みどり
真滝 2 小野寺法雄
真滝 3、4 伊藤富子
真滝 5、6 木村勝江
真滝 7 東海林英四郎
真滝 8 菅原千里
真滝 9 阿部礼子
真滝 10 菅原仁
真滝 11 伊藤則男
真滝 12 吉田昌夫
真滝 13 今野厚子
真滝 13 菅原節子
真滝 東中田 熊谷みよ子
真滝 14 千葉かつ江
真滝 15 阿部惠美子
真滝 15 熱海保
真滝 水口 蜂谷洋子
真滝 主任児童委員 三浦悦子
真滝 主任児童委員 小野寺栄子
厳美 1 遠藤久美子
厳美 2 阿部美代子
厳美 3 千葉里江
厳美 4 佐々木すえ子
厳美 5 伊藤せつ子
厳美 6、7 佐藤きく子
厳美 8、9 佐藤恵子
厳美 10、16 佐藤花枝
厳美 11 佐藤是子
厳美 12、霜後 及川洋子
厳美 13 佐藤祥子
厳美 14、15 槻山とよ子
厳美 17、18 佐藤奈保子
厳美 達古袋1・2 小岩喜佐子
厳美 達古袋3・4 村上金夫
厳美 主任児童委員 井上幸悦
厳美 主任児童委員 小岩文枝
萩荘 1、脇田郷 千葉隆子
萩荘 1、川崎 塙一雄
萩荘 駒下 瀧澤國男
萩荘 高梨 小山静子
萩荘 高梨 阿部幸司
萩荘 2 佐々木幸子
萩荘 2 佐藤ふじ子
萩荘 3 阿部えり子
萩荘 4 菅原繁治
萩荘 5 千葉周一
萩荘 6、7 阿部節子
萩荘 9 金野達夫
萩荘 10 千葉幸子
萩荘 11 舩山光子
萩荘 主任児童委員 岩渕四郎

担当行政区 担当者

萩荘 主任児童委員 中野智賀子
舞川 1、2 石川玉枝
舞川 3、4 佐藤悦子
舞川 5、6 千葉行子
舞川 7、8 小野寺敏子
舞川 9、10 菅原孝子
舞川 11、12 佐藤喜代美
舞川 13、15 千田覺
舞川 14、16 千田敦子
舞川 17、18 佐藤惠子
舞川 主任児童委員 鈴木広海
舞川 主任児童委員 伊師みゆき
弥栄 1、2 佐々木義信
弥栄 3、4 岩渕てる子
弥栄 5 佐々木裕子
弥栄 6、7 熊谷信子
弥栄 8 鈴木聰
弥栄 主任児童委員 菅原玉枝
弥栄 主任児童委員 佐々木春枝

Hanaizumi Area

花泉地区

担当行政区 担当者

永井 1-1 高橋より子
永井 1-2 小野寺良行
永井 2 千葉てい子
永井 3 大森郁夫
永井 4 鈴木俊博
永井 5 渡邊德子
永井 6 畠山令子
永井 6、7 関茂子
永井 8 皆川京子
永井 9 及川公子
涌津 1-1 小岩洋子
涌津 1-2 朝田まり子
涌津 1-3 岩渕孝芳
涌津 2 佐藤みさ子
涌津 3 柴田幸子
涌津 4 菅原美喜子
涌津 5 鈴木儀一
涌津 6 金野松子
涌津 7 佐藤早苗
油島 1 小野寺市子
油島 2 岩渕加穂
油島 3 佐々木裕子
油島 4、5-2 小野寺祥子
油島 5-1、6 武田慶一
油島 6 山川耕一
花泉 1 佐々木文子
花泉 2 加藤信男
花泉 3 佐藤覺
花泉 4 葛西　夫
花泉 5-1 村田久仁子
花泉 5-2 三浦久子
花泉 6 阿部禎子
花泉 7 菅原恭子
花泉 8-1、8-2、9 赤倉好
老松 1 熊谷宗一
老松 2 千葉春喜
老松 3 小野寺正幸
老松 4 佐藤宏昭
老松 5、6 佐藤裕生
日形 1、2 千葉美和子
日形 2、5 小野寺賢一
日形 3、4-2 安部悦子
日形 4-1、6 小野寺恭子
金沢 1-1、1-2 渡辺つき子
金沢 1-2、2 稲邉正子
金沢 3 熊谷惠子
金沢 4-1、4-2 佐々木なよ子

民生委員・児童委員
担当行政区 担当者

金沢 5-1、5-2 佐藤裕子
金沢 6-1 佐藤セイ子
金沢 6-2、7 菅原とき子
花泉 主任児童委員 二階堂美惠
花泉 主任児童委員 千葉かよ子
花泉 主任児童委員 加藤誠

Daito Area

大東地区

担当行政区 担当者

大原 上内野 小野寺英世
大原 中内野 加賀末子
大原 下内野 菅原トシ子
大原 上大原上、上大原下 芳賀千恵子
大原 山口、藤ケ崎 熊谷静子
大原 払川、大久保 菅原五三男
大原 若宮上、若宮下、下大原 大原惠子
大原 笠置、川内 菅原凌
大原 中島、川原町 中川宗子
大原 一市、六日町 太田幸枝
大原 立町、下町 加藤純
摺沢 八幡、上摺沢 佐野修弘
摺沢 栃折沢、源八、大金 菊池昭市
摺沢 長者、松原、羽根折沢 藤城修一
摺沢 上町、仲町 加藤裕子
摺沢 沼田、荒屋敷 菅原良子
摺沢 下摺沢、流矢 和賀一夫
摺沢 小沼、堺ノ沢 那須泰子
摺沢 駅前、高校通り、旭町 見目和夫
摺沢 但馬、観音 三浦武和
興田 八日町 伊東瑞代
興田 前田野、大住 佐藤千代
興田 向山 小山富夫
興田 天狗田、上天狗田 千田清喜
興田 下沖田、沖田 佐藤やよい
興田 小西、鳥海 小山惠美子
興田 小森、前畑 千葉岩
興田 東丑石、西丑石 佐藤澄江
興田 市之通 及川保
興田 野田、遅沢 中村長雄
興田 京津畑 伊東正光
興田 上中川、中川 柏原厚子
興田 下中川 三浦政利
猿沢 1、2、12 菅原光一
猿沢 3 小野寺栄子
猿沢 4、5 伊藤とみ子
猿沢 6、13 菊地やす子
猿沢 7、8、9 小野寺茂
猿沢 10、11 吉田博子
渋民 1、2 佐藤新一
渋民 3、13 藤原祐美
渋民 4 伊東優子
渋民 5 佐藤春子
渋民 6、7 小山正子
渋民 8、9 岩渕浩
渋民 10 菊池幸太郎
渋民 11、12 三浦雅男
大東 主任児童委員 佐藤早苗
大東 主任児童委員 及川史子
大東 主任児童委員 伊東陸子

Senmaya Area

千厩地区

担当行政区 担当者

千厩 1-1 都築順子
千厩 1-2 佐藤八重子
千厩 1-3 白石せつみ
千厩 1-3 三浦幸子
千厩 2-1 山内伸子
千厩 2-2 小山裕子

担当行政区 担当者

千厩 2-2 阿部務
千厩 2-3 菅原力夫
千厩 3 鈴木光男
千厩 3 小野寺けい子
千厩 4 小野寺信二
千厩 5 柴田律夫
千厩 5 佐藤八郎
小梨 6 後藤武志
小梨 7 須藤伸朗
小梨 8 尾形香
小梨 9 佐藤洋子
小梨 10 菅原三郎
小梨 11 千葉一枝
小梨 12 藤野美由紀
小梨 13 宍戸和江
奥玉 14 佐藤照子
奥玉 15 菊地節子
奥玉 16 太田みき
奥玉 17 菅野敬子
奥玉 18 小山敏子
奥玉 19 菊池たえ子
奥玉 20 佐藤由利子
奥玉 21 村上達男
磐清水 22 柳田宏史
磐清水 23 金野節子
磐清水 24 千葉照男
千厩 主任児童委員 熊谷美智子
千厩 主任児童委員 藤原進

Higashiyama Area

東山地区

担当行政区 担当者

長坂 1、2 鈴木昭子
長坂 3 鈴木隆一
長坂 4 栃沢惠子
長坂 5、6 佐藤光子
長坂 7 菅野章一
長坂 7 吉田正男
長坂 8 那須勤
長坂 9 千葉みのる
長坂 10 鈴木敏
田河津 1 菅原祐子
田河津 2、3 渡辺陽子
田河津 4 千葉まつ子
田河津 5 小野寺克子
田河津 6 中村一男
田河津 7 那須野静江
田河津 8 佐藤藤次
松川 1 高階満雄
松川 2 小野寺德子
松川 3 千葉静子
松川 4 小野寺東男
松川 5 鈴木秀子
松川 6 和賀正
松川 7、8 水城公志
松川 9、10 石川つや子
東山 主任児童委員 鈴木典子
東山 主任児童委員 佐藤美枝

Murone Area

室根地区

担当行政区 担当者

室根 1 熊谷幹夫
室根 2 小松精吾
室根 3 菅原春夫
室根 4 遠藤元子
室根 5 西城真奈
室根 6 伊東誠
室根 7 北條義明
室根 8 小山一成

担当行政区 担当者

室根 9 齋藤恵
室根 10 小野寺佳子
室根 11 小野寺智
室根 12 三浦富二子
室根 13 吉田登代子
室根 14 櫻田妙子
室根 15 菅原健一
室根 16 畠山昌利
室根 17 三浦悦男
室根 18 熊谷房代
室根 19 畠山英一
室根 20 菅原茂幸
室根 主任児童委員 小松陽子
室根 主任児童委員 吉田晴美

Kawasaki Area

川崎地区

担当行政区 担当者

川崎 本町、横町 千葉吉子
川崎 仲町、新町 三浦富貴子
川崎 鴨地、陳が森 松尾栄子
川崎 外山西部、外山東部 伊藤道夫
川崎 矢作、高成 三浦桂一
川崎 砂子田、柳沢 菅原常夫
川崎 石畑、砂子田 小野寺誠一
川崎 赤柴、大久保 小野寺勝明
川崎 泉沢、巻畑 金今志都子
川崎 千手堂、布佐 鈴木正利
川崎 妻神、針山 小野寺伊久子
川崎 針山、銚子 鈴木一洋
川崎 神平、官紅 小山力子
川崎 舘萩、所萱 門田富雄
川崎 主任児童委員 吉田富美恵
川崎 主任児童委員 千葉敏恵

Fujisawa Area

藤沢地区

担当行政区 担当者

藤沢 1 佐々木良子
藤沢 2、5 畠山文子
藤沢 3、4 皆川生子
藤沢 6 千葉幹雄
藤沢 7、8 和田一雄
藤沢 9 橋本りい子
藤沢 10 橋本信子
藤沢 11 及川みや子
藤沢 12 千葉智子
藤沢 13、16 佐藤廣志
藤沢 14 菅原福子
藤沢 15　 千葉啓子
藤沢 17、23 本間妙子
藤沢 18 及川孝雄
藤沢 19 及川ちよ子
藤沢 20、21 佐々木百合子
藤沢 22 菅原とも子
藤沢 24、25 畠山たき子
藤沢 26、27 畠山憲一
藤沢 28 村上義栄
藤沢 29、30 岩山キミ子
藤沢 31 菊地かつ子
藤沢 32 小野寺勲
藤沢 33 伊藤登美子
藤沢 34、35 小野寺よしみ
藤沢 36 熊谷千枝子
藤沢 37、38 皆川冨雄
藤沢 39 佐竹春夫
藤沢 40、41 佐藤助吉
藤沢 42、43 三浦康夫
藤沢 主任児童委員 古川栄子
藤沢 主任児童委員 千田恵子

厚生労働大臣が3年間の任期で委嘱する民生委員・児童委員。市民の皆さんの生活上の相談に応じます。
12月1日付で決まった民生委員は次の皆さんです。詳しくは、本庁長寿社会課☎㉑8357または各支所保健福祉課へ

地域の身近な

相 談 役


