
鎮　西
伊加利 見増　文子 46－3002
平原 熊谷　和利 45－7292
上伊田東⑴ 永岡　眞二 46－2181
上伊田東⑵ 岩本　敦子 45－0524
上伊田西⑴ 橋本　早苗 42－4352
上伊田西⑵ 岩丸　良博 090－7297－9204
古賀町 岡　正純 42－1504
白鳥町⑴ 山田　利晴 44－7565
白鳥町⑵ 上田　哲生 46－0525
南白鳥町 松岡　靜江 42－7093
中央団地１区・
２区 中嶋　元巳 45－9732

中央団地３区 佐々木美惠子 45－0492
中央団地４区 秋吉　廣慧 44－1620
城山団地 桝田真佐美 090－8223－9814
城山町 鬼津　常晴 090－1367－9239
三井平原 新徳田鶴子 44－8197
三井鎮西⑴ 笹山　行雄 44－9153
三井鎮西⑵ 窪下　惠子 46－1408
芳ヶ谷団地 平塚　勇 44－8895

伊　田
糸飛 大嶋　敏丸 45－9831
桐ヶ丘 甲斐　清香 45－0699
蛍ヶ丘 山本　玲子 45－2240
東町⑴ 藤岡　良幸 42－5137
東町⑵ 横山　重樹 42－8209
鉄砲町 藏本　聖子 42－4336
下伊田東 松本　吉隆 49－3250
下伊田西 藤光　若生 090－8836－9747
川端町 長野　謙司 47－1268
番田町 小寺　秀幸 44－5765
大通り 安田　光宏 44－1298
上魚町 熊谷　青冬 42－6384
下魚町 橘　常太郎 44－1221
橘 魚島　一彦 42－1072

中　央
新町⑴ 小方五百子 090－5933－4136
新町⑵ 原田　幸子 42－4780
日の出町 梅林　由子 42－1810
栄町東 西森　薫 42－3665
栄町西 吉永　康子 42－1758
三井伊田⑴ 渡辺　綱廣 45－4041
三井伊田⑵ 上川　勝幸 45－3924
三井伊田⑶ 井手　正浩 45－1024
平松町 平田ひろみ 42－6829
千代町 多良　澄枝 42－2820
高住町 中山　雅裕 090－4518－4526
ひかりヶ丘 糸瀨喜代子 45－0892

金　川
岩屋 辻　　　孝 46－1953
泉ヶ丘・夏吉2区 不　在
夏吉⑴ 原　高比古 45－1004
夏吉⑵ 皆川　光男 45－6094
御祓 杉本　勝行 45－1541
吉田 水上　　茂 44－7878
立見 西村　　昭 090－8911－8299
高柳団地 栗林　　剛 46－2033
糒（東） 岡本　宅弘 45－1838
糒（西） 廣川　郁子 45－8009
糒（棚木） 毛利　哲夫 090－5935－4718
星美台 安高　節子 85－9594
桜ヶ丘 田中美恵子 46－0544
田川団地 鵤　　里美 46－3952
日吉町 大名　和男 44－4052
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 東　　幸恵 080－9105－1089

田　川
松原１区⑴ 辻生　悦子 44－2580
松原１区⑵ 山本　春次 42－1916
松原２区⑴ 橋本　光弘 44－1586
松原２区⑵ 原田　　巌 46－0729
松原３区⑴ 石松　利広 090－4981－7855
松原３区⑵ 梅木　隆博 46－0785
向陽台 吉井　啓介 45－6157
新生町 中藤　讓二 42－8014
三井大藪⑴ 永田恵美子 090－4475－6050
三井大藪⑵ 林　ひろ子 44－5654

後藤寺
西平松町 松本　学 44－2443
平岡 浦田　早苗 42－3922
桜町⑴ 鈴木　良一 44－5494
桜町⑵ 浦野　英典 45－3961
春日町 城田てる子 44－3134
宮尾町 瀨戸　正和 42－2660
大黒町 安永　彰 42－0876
本町 松尾　清子 080－1761－8390
上本町 藤島　政雄 42－0215
西本町 松田　英憲 45－7203
丸山町 梶原　孝文 42－1941
会社町 川原　浩 090－2718－4252
大浦県住 中武久美子 45－0419
清水町 古賀　悠枝 46－1663
後藤寺東団地⑴ 山本友之助 080－4696－3320
後藤寺東団地⑵ 木山　勝喜 44－6409
後藤寺東団地⑶ 白藤　俊郎 45－3098
後藤寺西団地⑴ 中山　利彦 44－4773
後藤寺西団地⑵ 城戸　司 45－6481
大浦市住・
朝日ヶ丘 渡辺　勲 45－5799

大浦町 佐藤　修二 46－3662

弓削田
川宮⑴ 池田　裕治 44－2925
川宮⑵ 安藤　修朗 45－7974
川宮⑶ 谷口　敏春 44－6014
新川宮 北山　俊之 44－4116
奈良⑴ 田尼得美穂 23－0688
奈良⑵ 木村　生美 090－9591－8646
上弓削田⑴ 松本　達男 45－2467
上弓削田⑵ 土見　幸男 45－9588
下弓削田⑴ 植木　暢秀 42－7733
下弓削田⑵ 松本　千代 42－2824
籾井 村上　徳子 75－8172
野上 鶴田　正志 45－7990
新野上団地 河内　　哲 44－7276
角銅原 岩﨑　太郎 45－6131
文字山団地 吉田くに子 44－7937
見立 七俵　幸 42－0550
下見立 産業 廣永　雄策 45－4684

猪位金
猪位金１区 大和美智子 44－0867
猪位金２区 寺田　直子 45－0241
猪位金３区 星野　雅文 42－0600
猪位金４区 西岡　一道 44－2121
猪位金５区 植木　幸一 44－8820
猪位金６区 神谷みよか 090－9499－2793
猪位金７区 内田　準 85－9003
平和団地 不　在
長尾 山口　慎一 45－7180
清美町 尾垣　幸子 46－2716
位登団地 岩本　雅博 44－7334

主任児童委員

鎮西校区全域 岩丸　史恵 090－1363－7080
清田　徹 42－4631

伊田校区全域 馬渡　英子 42－9308
牧野　瑞代 42－0882

中央校区全域 椎葉　美子 080－1737－7966
林　麻子 75－9481

金川校区全域 長野惠里子 45－8367
十時　智治 45－9172

田川校区全域 蔦口　章司 090－8762－7454
上田　正廣 45－5705

後藤寺校区全域 石松　健司 42－6099
天野　久 44－7274

弓削田校区全域 田丸　純子 44－2771
田村　久美 85－9887

猪位金校区全域 片山　和明 46－1450
星野　哲 42－5987

【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。「福祉に関する身近な相談者」として、福祉
や子育ての問題で困っている人の相談を受け、助言や行政機関・福祉団体などへの連絡を行います。法に基づく守秘義務が
あり相談内容の秘密は厳守されます。電話相談のほか自宅を訪問することもできますので、住んでいる地域の民生委員・児
童委員に気軽に相談してください。

新しい民生委員・児童委員を紹介します
令和４年12月１日付けで、全国一斉に民生委員・児童委員の改選が行われました。田川市で改選された136人を紹介します。
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