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民生委員児童委員
※ 任期　令和元年 12 月 1 日〜令和 4 年 11 月 30 日

東
部
南
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
稲穂町西 1・2 丁目、 6 丁目 （1） 村本　日出男 稲穂町西 1-2-7 372-7425
稲穂町西 3・4 丁目、 6 丁目 （2、 3） 佐藤　好江 稲穂町西 6-2-21 372-2658
稲穂町西 5・7・8 丁目 近藤　武夫 稲穂町西 8-1-6 372-6005
稲穂町東 1・2・3 丁目 大槻　典夫 稲穂町東 3-2-2 373-1560
稲穂町東 4・10・11 丁目 ( 欠員 )
稲穂町東 5・6・7・12 丁目 沖野　勝 稲穂町東 6-3-2 090-9084-5152
稲穂町東 8・9 丁目 石井　雅恵 稲穂町東 10-4-5 373-7246
朝日町 1 丁目 （ 元町町内会区域を除く ）・4・5 丁目 ( 欠員 )
朝日町 2 丁目 （ 元町町内会区域を除く ）・3・6 丁目 河内　久美子 朝日町 6-1-21 373-6104
美沢 1・2 丁目 田村　眞知子 美沢 1-7-11 577-1774
中の沢、 美沢 3・4・5 丁目 ( 欠員 )
東の里、 中の沢 ・ 富ヶ岡 （ 東の里隣接地 ） の一部 太田　正一 稲穂町西 2-1-13 373-3235
南の里、 富ヶ岡 （ 道道沿、 川沿 ）・ 竹山 近藤　幸代 南の里 472 372-3431
中央1〜4丁目（市営住宅除く）、朝日町1・2丁目（元町町内会区域のみ） 藤川　清志 中央 1-4-2 372-5944
中央 2 丁目 （ 市営住宅のみ ） ( 欠員 )
中央 5・6 丁目 （ リブウェル北広島エルフィンターミナルを除く ） 沖　肇 中央 5-7-7 372-5780
中央 6 丁目 （ リブウェル北広島エルフィンターミナル ） 小田島　ユキヱ 中央 6-3-1　N-1308 373-8417
新富町東 1・2 丁目 谷口　幸子 新富町東 1-1-20 372-3831
新富町西 1・2 丁目 佐藤　眞一 新富町西 2-4-8 372-4572
新富町西 3・4 丁目 髙木　隆雄 新富町西 4-5-28 373-7447

東
部
北
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
共栄、 拓北 田畑　博幸 美咲き野 3-12-5 090-7652-0069
共栄町 1 丁目 （13 を除く ） 西村　昭光 共栄町 1-4-5 373-6442
共栄町 1 丁目 （13 のみ ）・4 丁目 池下　順子 共栄町 4-9-12 372-2171
共栄町2・3丁目（1〜3、7、公住3号棟・4号棟、10〜13） ( 欠員 )
共栄町 3 丁目 （4〜6、公住 1 号棟 ・2 号棟 ・5 号棟、14）、5 丁目、北広島高校住宅 ( 欠員 )
東共栄 1 丁目 （11〜15、 20〜25） 小林　敏一 栄町 1-2　2-304 372-2007
東共栄 1 丁目 （5〜7、 16〜19）・2 丁目 （1、 18〜24） 二口　哲也 東共栄 1-19-13 372-0204
東共栄 1 丁目 （1〜4、 8〜10）・4 丁目 新木　キヨノ 東共栄 4-5-5 373-4506
東共栄 2 丁目 （3〜14） 本間　秀 東共栄 2-4-35 372-4226
東共栄 2 丁目 （2・15・16）・3 丁目 長井　光雄 東共栄 2-24-15 372-8286
北の里、 共栄の一部、 西の里の一部 ( 欠員 )
美咲き野 1 丁目 （1〜8）・2 丁目 松本　敬司 美咲き野 2-8-12 090-8709-3862
美咲き野 1 丁目 （9〜11）・3 丁目 井澤　武一 美咲き野 3-3-14 807-0340

西
の
里
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
西の里 （6-1、 西の里平成町内会 ） 齋藤　直子 西の里 774 375-3152
西の里、 西の里南 1・2 丁目 （ 広栄町内会 ）、 第 7 町内会の一部 長谷川　しづ 西の里南 1-2-7 375-3358
西の里北 1 丁目、3 丁目 （ 西の里中央町内会区域のみ ） 福田　梢 西の里北 1-3-5 375-2562
西の里北 2 丁目 寺林　俊夫 西の里北 2-2-7 375-2861
西の里北 3 丁目 （ 西の里中央町内会区域を除く ） 伊藤　幸恵 西の里東1-10-7 375-3069
西の里北 4・5 丁目、 第 7 町内会の一部 髙橋　美津子 西の里北 5-1-10 375-4443
西の里東 1・4 丁目 （1〜5） 大西　紀子 西の里東 4-9-9 375-3013
西の里東 2 丁目 井関　薫子 西の里北 2-12-16 375-2313
西の里東 3・4 丁目 （6〜15） 山口　規子 西の里東 4-9-15 375-4855
虹ヶ丘 1・5・8 丁目 石川　義行 虹ヶ丘 1-2-1 375-4593
虹ヶ丘 2・4 丁目 石丸　勝三 虹ヶ丘 4-11-20 375-5065
虹ヶ丘 3・6・7 丁目 野　真弓 虹ヶ丘 6-7-7 374-3030
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民生委員児童委員

大
曲
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
大曲柏葉 1 丁目 大西　登志子 大曲柏葉 1-8-8 377-6378
大曲柏葉 2 丁目 八島　將 大曲柏葉 2-13-14 377-2930
大曲柏葉 3 丁目 佐藤　久美 大曲柏葉 3-5-2 377-5444
大曲柏葉 4 丁目 四宮　尚幸 大曲柏葉 4-5-9 376-2512
大曲柏葉 5 丁目ほか （ 四里塚振興町内会区域 ） 長野　富美江 大曲柏葉 5-1-15 377-5065
大曲幸町 1・3・4 丁目 （ 大栄町内会区域 ） 山本　厚子 大曲幸町 1-1-9 376-2837
大曲幸町 2・5 丁目 （ 幸町内会区域 ）、
西通町内会区域、 大曲工業団地の一部、 仁別 佐藤　奈美江 大曲 304-1 376-3074

大曲南ヶ丘 1 丁目 早坂　美惠子 大曲南ヶ丘 1-7-1 376-2995
大曲南ヶ丘 2 丁目 山岸　憲二 大曲南ヶ丘 2-9-8 377-2689
大曲南ヶ丘 3 丁目 （1〜16） 熊谷　辰江 大曲南ヶ丘 3-11-2 376-3609
大曲南ヶ丘 3 丁目 （17〜26） 安達　富雄 大曲南ヶ丘 3-26-11 376-2025
大曲南ヶ丘 4 丁目 佐々木　隆 大曲南ヶ丘 3-2-5 377-5730
大曲南ヶ丘 5 丁目、 大曲工業団地の一部 佐藤　惠子 大曲南ヶ丘 5-11-3 377-7918
大曲中央 1 丁目 堀川　廣行 大曲中央 1-3-1 376-2421
大曲中央 2・3 丁目 佐藤　靜子 大曲中央 3-10-12 376-3063
大曲末広 5〜7 丁目 （ かえでが丘町内会 ） 鰤谷　弘美 大曲末広 5-4-5 377-6716

大
曲
東
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
農場、 東町内会、 大曲 ( 欠員 )
大曲末広 1（2〜14）・2 丁目 永岡　博 大曲末広 2-10-1 377-4453
大曲末広 3・4 丁目 小原　十四夫 大曲末広 3-14-3 376-2332
大曲緑ヶ丘 1 丁目 （1、 3〜5、 2・6 のうち大曲北
都町内会区域 ）、 2 丁目、 大曲末広 1 丁目 1 西澤　朋子 大曲緑ヶ丘 1-1-4 377-6845

大曲緑ヶ丘 1 丁目 （7〜14、 2・6 のうち大曲東栄
町内会区域 ）、 3 丁目 成田　俊樹 大曲緑ヶ丘 1-10-8 376-3606

大曲緑ヶ丘 4・6 丁目 阿部　好子 大曲緑ヶ丘 4-6-7 376-4553
大曲緑ヶ丘 5 丁目 木下　由美子 大曲緑ヶ丘 5-1-26 376-4378
大曲緑ヶ丘 7 丁目 佐々木　悦子 大曲緑ヶ丘 7-1-4 376-4481
大曲光 1・2 丁目 須藤　幸雄 大曲光 1-6-1 377-2502
大曲光 3・4 丁目 鳥井　茂 大曲光 3-1-22 376-3200
大曲並木 1 丁目 （8 を除く ）、 2 丁目、 3 丁目 （17
のみ ） 加藤　小夜子 大曲並木 2-3-1-508 377-6879

大曲並木 1 丁目 （8）、 3 丁目 （17 を除く ） 川崎　文子 大曲並木 3-9-3 377-3099

西
部
地
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
輪厚町内会、 上輪厚町内会、 輪厚新生町内会 （ 中央 1・2 ほか ） ( 欠員 )
輪厚中央 3 丁目、 輪厚中央町内会 岩館　恭子 輪厚中央 3-11-7 376-4876
輪厚中央 4・5 丁目 清水　ひろ美 輪厚中央 4-2-26 377-2072
希望ヶ丘 1・3 丁目 秋島　玉江 希望ヶ丘 1-15-1 377-7016
希望ヶ丘 4 丁目、 5 丁目 （1〜4） ( 欠員 )
希望ヶ丘 2 丁目、 5 丁目 （6〜10） 田中　有紀 希望ヶ丘 1-8-1 377-1706
島松、 三島 清水　幸子 三島 24-2 376-3650
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民生委員児童委員

第
一
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
広葉町 1・2 丁目 佐藤　節子 広葉町 1-4-3 372-4689
広葉町 3〜5 丁目 （ 個人住宅 ） 吉村　幸子 広葉町 3-6-4 373-3138
広葉町 4・5 丁目 （B 団地 ） 鈴木　惠 広葉町 5-3　B8-304 373-3136
栄町 1 丁目 （UR 住宅 ） 千葉　澄子 栄町 1-2　2-710 556-7327
栄町 2〜4 丁目 三國　勝美 栄町 4-3-2 372-9335
輝美町 （A1〜6） 手塚　彰夫 広葉町 4-5-4 373-6278
輝美町 （A7〜15、 19） 得能　登喜枝 輝美町 2-1　A19-204 373-3315
北進町 1 丁目 （ ロイヤルシャトーのみ ） ( 欠員 )
北進町 1 丁目 （ ロイヤルシャトーを除く ） ( 欠員 )
北進町 2 丁目 （UR 住宅 ） 石川　孝之 北進町 2-1　9-302 373-4747
北進町 3・4 丁目 工藤　晃 北進町 3-1-4 373-3754

第
二
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
若葉町 （ 個人住宅 ） 齋藤　陸夫 若葉町 3-1-3 372-0302
若葉町 （UR 住宅 ） 清水　憲二 若葉町 2-1-6-504 373-3203
南町 1・2 丁目 浦野　郁美 南町 1-2-7 375-1102
南町 3・4 丁目 小西　稔 南町 4-4-5 373-0571
青葉町 1・2 丁目 村上　晴美 青葉町 2-2-4 372-6057
青葉町 3・4 丁目 後藤　守彦 青葉町 4-2-1 372-3864
白樺町 （ 個人住宅 ） 細川　義夫 白樺町 2-13-4 373-6824
白樺町 （C・F 団地 ） 鈴木　徳美 白樺町 1-4-1　C4-29 090-3115-1962

第
三
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
高台町 1・2 丁目 ( 欠員 )
高台町 3・4 丁目 経田　満 高台町 3-3-3 090-8709-7684
高台町 5・6 丁目、 7 丁目 （ 個人住宅 ） 小田　浩道 高台町 6-5-9 373-4195
高台町 7 丁目 （E 団地のみ ） 髙橋　一碩 高台町 7-3-1　E3-203 372-1084
里見町 1・2 丁目 髙橋　是 里見町 2-11-4 372-0658
里見町 3・4 丁目 長島　俊榮 里見町 3-4-20 372-2736
里見町 5・6 丁目 橋本　 正 里見町 5-2-7 373-4226
里見町 7 丁目 青山　弘 里見町 7-3-1 372-3319
泉町 1・3・4 丁目 佃　幸江 泉町 3-1-9 372-3649
泉町 2 丁目 （D 団地） 中田　成子 泉町 2-1　D2-103 372-2586

第
四
住
区

担当地区 氏名 住所 電話番号
松葉町 1・2 丁目 西家　健悦 松葉町 1-6-8 372-0984
松葉町 3・4 丁目 山内　武司 松葉町 4-7-5 372-7455
松葉町 5 丁目 福島　昌代 松葉町 5-18-3 373-0931
松葉町 6 丁目 伊藤　正秀 松葉町 6-1　F1-401 373-5643
緑陽町 小川　義雄 緑陽町 2-1-10 372-3690
山手町 1〜3 丁目 村上　美惠子 山手町 2-5-11 372-0858
山手町 4・5 丁目 丸山　喜四郎 山手町 5-2-9 372-4418
山手町 6〜8 丁目 新井　武 山手町 6-5-7 373-6746

　困ったことは、いつでも、なんでも、お近くの民生委員児童委員にご相談ください。

【お問い合わせ】　福祉課福祉庶務担当（内線 2134）


