
 ◆問い合わせ　保護課総務係　（☎44−2000 内線128・129）

校
区
名

担当地区 氏　　　名 電話
番号

鎮
　
　
西

伊加利 長谷川喨一 44-4941
平原 熊谷　和利 45-7292
上伊田東（１） 奥永　正弘 44-9522
上伊田東（２） 三村　政實 44-2525
上伊田西（１） 白川　和明 44-0616
上伊田西（２） 橋本　早苗 42-4352
古賀町 品川　佳子 45-9146
白鳥町（１） 米森マリ子 45-1891
白鳥町（２） 上田　哲生 46-0525
南白鳥町 森西　國昭 42-7512
中央団地１・２区 中嶋　元巳 45-9732
中央団地３区 石山　一美 44-4059
中央団地４区 秋吉　廣慧 44-1620
城山団地 奥永　千里 44-9661
城山町 西田　邦弘 44-1747
三井平原 前田　　敏 42-1000
三井鎮西（１） 工藤　和行 75-5113
三井鎮西（２） 岡田　政和 080-5203-8685
芳ヶ谷団地 平塚　　勇 44-8895

伊
　
　
田

糸飛 大嶋　勝弘 42-2048
桐ヶ丘 黒石ヤス子 45-6161
蛍ヶ丘 三木ヤス子 44-2246
東町（１） 藤岡　良幸 42-5137
東町（２） 山本　一紀 42-3643
鉄砲町 古野フミ子 44-0392
下伊田東 平岡　義隆 45-7391
下伊田西 藤光　若生 42-3411
川端町 末廣　典亮 44-4521
番田町 小寺　秀幸 44-5765
大通り 本吉　正典 42-3842
上魚町 友冨　義文 44-7394
下魚町 山本　實成 44-0332
橘 小野　忠義 42-6862

中
　
　
央

新町（１） 小方五百子 44-2360
新町（２） 柿木美惠子 44-6632
日の出町 梅林　由子 42-1810
栄町東 祝　　清治 42-2458
栄町西 吉永　康子 42-1758
三井伊田（１） 田邊　利生 45-5494
三井伊田（２） 田尻　新一 44-4169
三井伊田（３） 船方　照行 44-0932
平松町 廣滋　勝己 42-0043
千代町 中村　博美 42-5046
高住町 穂山　弘美 42-7445
ひかりヶ丘 糸瀨喜代子 45-0892

校
区
名

担当地区 氏　　　名 電話
番号

弓
削
田

川宮（１） 菰野　政樹 44-5297
川宮（２） 安藤　修朗 45-7974
川宮（３） 谷口　敏春 44-6014
新川宮 北山　俊之 44-4116
奈良（１） 田尼得美穂 23-0688
奈良（２） 二尾　廣已 44-8331
上弓削田（１） 松本　達男 45-2467
上弓削田（２） 土見　幸男 45-9588
下弓削田（１） 野相　一德 44-6480
下弓削田（２） 陸田　和子 46-1784
籾井 片岡　共榮 46-1382
野上 板持　文子 44-2306
新野上団地 河内　　哲 44-7276
角銅原・文字山団地 岩﨑　太郎 45-6131
見立 七俵　　幸 42-0550
下見立・産業 永延　利光 45-7834

猪
位
金

猪位金１区 大和　愛司 44-8373
猪位金２区 嶋木　武子 44-8815
猪位金３区 伊勢村　稔 44-1689
猪位金４区 中山　久夫 44-8277
猪位金５区 星野　宣恭 44-3202
猪位金６区 江嵜　茂子 44-3286
猪位金７区 内田　　準 85-9003
平和団地 藤山和須子 080-3224-9752
長尾区 荒田泰治郎 45-8435
清美町 尾垣　幸子 46-2716
位登団地 大場　勝司 44-4859

主
任
児
童
委
員

鎮西校区全域 大森　美保 46-2000
清田　　徹 42-4631

伊田校区全域 原田　英明 45-5280
牧野　瑞代 42-0882

中央校区全域 穴倉美代子 45-7725
椎葉　美子 42-2225

金川校区全域 石井美登里 45-9997
長野惠里子 45-8367

田川校区全域 蔦口　章司 44-8492
上田　正廣 45-5705

後藤寺校区全域 梶原　孝文 42-1941
石原　克宣 42-0105

弓削田校区全域 福田　秀人 44-4102
大塚　年久 44-9054

猪位金校区全域 岩井　忠幸 44-7149
星野　　哲 42-5987

校
区
名

担当地区 氏　　　名 電話
番号

金
　
　
川

岩屋 辻　　　孝 46-1953
泉ヶ丘・夏吉２区 鞘野　辰男 45-4874
夏吉（１） 田中　一博 45-9553
夏吉（２） 秋吉　國康 45-9371
御祓 香月　辰夫 45-1731
吉田 永田シマ子 44-6152
立見 西村　　昭 090-8911-8299
高柳団地 栗林　孝士 45-8007
糒（東） 岡本　宅弘 45-1838
糒（西） 廣川　郁子 45-8009
糒（棚木） 長野八千代 45-3044
星美台 古賀　　剛 090-8416-8788
桜ヶ丘 渡邊　利子 44-6989
田川団地 中島　清人 44-8004
日吉町 坂本　淳子 42-6975
西ヶ浦市住・昭和団地 西岡　礼子 45-8856
日吉町市住 谷岡　智子 45-1808
緑ヶ丘 庄山喜代子 45-2218

田
　
　
川

松原１区（１） 辻生　悦子 44-2580
松原１区（２） 山本　春次 42-1916
松原２区（１） 神谷　末臣 44-7667
松原２区（２） 原田　　巌 46-0729
松原３区（１） 石松　利広 42-2667
松原３区（２） 梅木　隆博 46-0785
向陽台 野相　吉久 44-2281
新生町 中藤　讓二 42-8014
三井大藪（１） 田浦　靜子 44-2285
三井大藪（２） 林　ひろ子 44-5654

後
藤
寺

西平松町 高倉　正道 42-0182
平岡 浦田　早苗 42-3922
桜町（１） 大塚　道智 45-2043
桜町（２） 浦野　英典 45-3961
春日町 花谷　敏雄 44-6455
宮尾町 瀨戸　正和 42-2660
大黒町 木野　和子 42-6678
本町 松井　安和 42-1799
上本町 藤島　政雄 42-0215
西本町 松田　英憲 45-7203
丸山町 樋原　政春 45-6377
会社町 花桐　敦子 44-5511
大浦県住 選任中
清水町 古賀　悠枝 46-1663
後藤寺東団地（１）山本友之助 080-4696-3320
後藤寺東団地（２）木山　勝喜 44-6409
後藤寺東団地（３）園田　雄輔 42-0513
後藤寺西団地（１）中山　利彦 44-4773
後藤寺西団地（２）城戸　　司 45-6481
大浦市住・朝日ヶ丘 原田　康子 46-2798
大浦町 荒木　保人 44-1212

※同一地区内に複数の委員がいる場合は、
住んでいる組や団地の棟によって担当地
区が分れています。くわしくは問い合せ
ください。

【民生委員・児童委員とは】
　厚生労働大臣の委嘱を受け、社会福祉の増進を目的として活動しています。地域で福祉や子育ての問題で困っている人の
相談・助言や関係行政機関・各福祉団体などへの連絡を行うなど、みなさんの福祉に関する身近な相談者として活動してい
ます。相談の秘密は守られます。
　また自宅を訪問することもできますので、気軽にみなさんの地区の民生委員・児童委員に相談してください。

（敬称略）

新しい民生委員・児童委員を紹介します。
平成25年12月１日、全国一斉に民生委員・児童委員の改選がありました。田川市で改選された136人を紹介します。


