
広報はつかいち平成 年 月号

担当地区名前地区
佐方（1区、月見台）玖村　千秋廿

日
市
地
区

城内 丁目、城内 丁目、佐方中、佐方 丁目南新田　俊之
佐方 丁目 番～ 番、佐方 丁目 番、 番藤田　美智子
佐方 丁目 番～ 番山本　一文
佐方 丁目生川　加代子
佐方 丁目 番～ 番伊藤　直幸
佐方 丁目 番～ 番、 番、 番向井畑　守
佐方 丁目 番～ 番、 番河﨑　美代子
城内 丁目（田尾中、田尾上、アクスガーデン廿日市）森田　惠子
平良山手森本　尚子
佐方本町、山陽園、大東住宅、桜尾住宅（佐方
本町北、佐方本町南、山陽園）野村　敬三

天神原　肇
大東川口　みどり
桜尾本町水澄　忠義
桜尾 丁目、桜尾 丁目 番～ 番西垣内　範雄
桜尾 丁目 番～ 番、桜尾 丁目小都　玲子
住吉 丁目 番～ 番石津　義之
住吉 丁目 番、 番、住吉 丁目 番、 番
～ 番、木材港北粟村　基子

住吉 丁目 番～ 番、 番、 番、本町 番、 番濱本　紀洋
本町 番～ 番吉光　克司
廿日市 丁目調整中
廿日市 丁目高山　まさ子
須賀平井　政江
駅前進藤　晶子
可愛調整中
下平良 丁目、下平良 丁目、木材港南枡本　智子
廿日市中学校区（主任児童委員）小早川　雅子
廿日市中学校区（主任児童委員）石津　澄子
上平良（ 区）大島　典子廿

日
市
中
央
地
区

上平良（ 区、可愛が丘団地）藤田　朱実
上平良（ 区の －A・B、 区の ）宮田　数行
上平良（ 区の ・ 、速谷台団地）末益　香
上平良（ 区すみれ会）、下平良（小野）土井　節子
陽光台 丁目、陽光台 丁目須藤　美惠子
陽光台 丁目、陽光台 丁目、陽光台 丁目調整中
新宮 丁目川上　明美
新宮 丁目伊達　知惠
平良 丁目 番、 番、 番、 番、 番～ 番深掘　敬子
平良 丁目 番～ 番、 番～ 番、 番、 番濱本　恭子
平良 丁目福原　佳子
原（川末、国実）髙野　賢子
原（中小路、森宗）調整中
原（橋本、樫原住宅、長橋住宅）調整中
原（長野、後畑）益森　建
原（一景苑）田阪　啓子
串戸 丁目、串戸 丁目 番～ 番井深　眞佐子
串戸 丁目 番～ 番羽熊　恭子
串戸 丁目 番～ 番小野　好信
串戸 丁目 番～ 番調整中
串戸 丁目岡田　いく子
串戸 丁目、串戸 丁目、地御前 丁目 番～ 番重元　寛司
七尾中学校区（主任児童委員）橋上　久美子
七尾中学校区（主任児童委員）眞部　啓子
宮園 丁目、宮園 丁目、宮園 丁目淺原　勇宮

園
・
四
季

が
丘
地
区

宮園 丁目、宮園 丁目平松　繁子
宮園 丁目、宮園 丁目脇田　敏明

担当地区名前地区
宮園 丁目、宮園 丁目澤　澄子宮

園

四
季
が
丘
地
区

宮園上 丁目、宮園上 丁目、宮園上 丁目永井　卓雄
宮園上 丁目、宮園上 丁目山口　麗子
調整中調整中（増員）
四季が丘 丁目、四季が丘 丁目八木　清
四季が丘 丁目、四季が丘 丁目堀　尚美
四季が丘 丁目、四季が丘 丁目新田　重信
四季が丘 丁目、四季が丘 丁目冨士枝　勇雄
四季が丘 丁目、四季が丘上中本　宏幸
四季が丘 丁目、四季が丘 丁目福岡　健一
四季が丘中学校区（主任児童委員）中西　秀美
峰高 丁目、峰高 丁目、宮内今井　弘子宮

内

地
御
前
地
区

宮内（新屋敷 号線より南側、アネスト廿日市、サンシティ廿日市を含む）若宮　由紀子
宮内 丁目、宮内（河本 区の新屋敷 号線より北側）杉山　和子
宮内 丁目、宮内（北山 区）倉田　初惠
宮内（北山 区、宮迫）山田　ゆかり
宮内（砂原）栗栖　幸美
宮内（的場）川口　和昭
宮内（佐田原）久保河内　節子
宮内（上畑口、下畑口）沖村　渉
宮内（明石、黒折）向井　眞知子
六本松 丁目河原　典子
六本松 丁目森正　芳枝
サーパスシティ廿日市地御前、県営地御前、ルミナス大庭　敏博
扇園青木　偉久子
金剛寺東、金剛寺西菱井　衣枝
要町、丸子町、後町熊野　佳子
浜之町、胡町、砂畠吉本　景子
堀之町、堀中町、鹿之子河野　妃佐子
中之町、南町、桃山、北之町山下　悦子
エスティーム地御前、田屋井本　正勝
港町、新港長　美智子
緑ヶ丘、野坂、自由ヶ丘廣田　豊子
三景園、野坂住宅重冨　欣治
海晴丘、堀新町土井　悦恵
野坂中学校区（主任児童委員）福原　郁子
野坂中学校区（主任児童委員）田村　惠美子
阿品台 丁目 番～ 番藤原　幸治阿

品

阿
品
台
地
区

阿品台 丁目 番～ 番、地御前の一部（光の園）城戸　敏枝
阿品台 丁目 番 号～ 番 号尾﨑　保子
阿品台 丁目 番 号～ 番 号大岡　峯明
阿品台 丁目中田　裕子
阿品台 丁目前田　靜美
阿品台 丁目 番～ 番、阿品台北 番 号～ 号姫城　賢一
阿品台 丁目 番～ 番、阿品台北 番 号、 号福原　治
阿品台東 番、 番、 番 号～ 号吉野　堯江
阿品台東 番 号～ 号熊谷　三智也
阿品台北 番～ 番掛　牧子
阿品台北 番～ 番武田　和男
阿品 丁目岡本　真知子
阿品 丁目船倉　敏子
阿品 丁目 番（ナタリーイーストブリッジ、シーテラス）細井　亨
阿品 丁目 番（ナタリーウエストデッキ、センターコート、シーマスト）髙橋　曻
阿品 丁目 番（カーサ・ヴェルディ）、 番～ 番内海　迪則
阿品 丁目 番～ 番、 番～ 番松本　敏美
阿品 丁目 番～ 番、 番～ 番藤井　義則
阿品 丁目 番～ 番、 番～ 番戸　千枝子

あなたの身近な相談相手です

あなたの地域の民生委員･児童委員を
紹介します

広報はつかいち平成 年 月号

●民生委員･児童委員は身近な相談相手です
　福祉サービスの内容に関して知りたい、一人暮らしで心配なことがある、子育てに悩んでいるなど、日々の生活で心配なこと、気
になることなど、民生委員・児童委員に相談してください。解決へのヒントが見つかるかもしれません。
●安心して相談してください
　民生委員・児童委員には秘密を守る義務があり、相談内容や秘密が他に漏れることはありません。
●民生委員・児童委員の連絡先は福祉総務課に確認してください
　問い合わせ　福祉総務課緯運

担当地区名前地区
阿品台西 番 号～ 号、 番 号～ 号（県営廿日市住宅 ～ 号棟）木村　弘阿

品
阿
品
台
地
区

阿品台西 番 号～ 号、 番 号～ 号（県営廿日市住宅 ～ 号棟）宇佐美　冨美惠
阿品台西 番、阿品台山の手山﨑　健治
阿品台中学校区（主任児童委員）増田　のり子
阿品台中学校区（主任児童委員）本田　園生
吉末、 原西水田　邦枝佐

伯
地
区

下川上、上川上久保田　都美子
上平谷、下平谷、内野國廣　義之
上大町、下大町髙林　紀子
大沢、中日、中景今田　直美
一丁田、 原東の一部、いずみ苑森藤　智子
原東の一部、泉水、正之原森末　美津穂
永原上、小坂団地沖野　信三
永原中山本　香織
大久保上、ひかり園、大久保下高杉　泰司
峠上、上峠台団地田中　忠男
峠新生、峠中下齋藤　壽美子
峠下、芝居田団地、青光園団地益田　嘉久
友田東、昭和の一部、城山団地木口　守
友田西の一部、あさひが丘団地、法伝平住宅雨奥　麗子
中小路、友田西の一部橋誥　津矢子
昭和の一部、尾上、乙丸出合　素子
本谷、河津原中の一部中川　尊弘
河津原中の一部、上中山、下中山江島　千晴
光ヶ丘団地林　静枝
長寿ヶ丘団地沖原　俊彦
槙ヶ峠、上ヶ峠、小更、道秀、上市、八幡迫、大別府住宅松井　辰夫
下市、十王堂、中央、中央・心和・新宮原住宅、記念碑、かじや河内齊藤　久雄
林西、林下、林東磯兼　正人
横矢、郷下、郷中阿部　純二
花上下、花上上、小原、小原住宅、子供の家河野　正典
郷上、内山、岩倉下、岩倉上松井　潔子
河本上、河本下岩本　輝彦
所山東、所山西小田　勇
二井山、助藤、虫道、大虫楠田　泰久
中道上、中道下、飯山竹本　春登
栗栖上、栗栖中、栗栖下岡本　美和子
保曽原、戸屋原北、戸屋原南永尾　好彦
冷川、猪之迫、成ヶ原、小田原吉岡　珠江
市野下、市野上土野　久美子
郷北部、郷中央、郷南部、向井原北、向井原南川西　憲之
佐伯中学校区（主任児童委員）向井田　さつき
佐伯中学校区（主任児童委員）友兼　和子
伴蔵、頓原、潮原梶本　進吉

和
地
区

中津谷、半坂、大向三浦　孝治
花原、田尻、細井原益本　美子
妙音寺原、石原道原　正信
市垣内、田中原宮本　千鶴子
熊崎、駄荷児玉　ヤスエ
吉和中学校区（主任児童委員）岡本　美登志
区／ ..~ .......下藤　宣江大

野
東
地
区

区／ ～ ....沼田　潤子
区／ ～ ...～ .. ～石井　しづせ
区／ ..~ ... .槇原　美由紀
区／ ～内田　恭子
区／ ~ ..荻野　登代子
区／ ~ ...岸田　トモコ

担当地区名前地区
区／ .. ～ . ～ .佐野　政治大

野
東
地
区

区／ . ~ . ～正月谷　はるみ
区／ ...～ .東山　昇
区／ ～坪井　俊子
区／ ～後藤　正治
区／ ..～ .. .廣田　令子
区／ ~ .～田中　京子
区／ ~ ... .山根　朋子
区／ ～ .. ～ . . . .茶村　勝興
区／ ～ . . .久波　慶子
区／ ～ .泉　淳郎
区／ ～ .～益淵　喜代子
区／ ～ .～山崎　義昭
区／ ～ ..沖田　公子
区／ .～ ..吉川　忍
区／ ～寺本　清子
区／ ..～ .～松岡　昭彦
区／ .～岩田　美紀
区／ .～長冨　卓男
区／ ～桑原　良一

大野東中学校区（主任児童委員）川田　裕子
大野東中学校区（主任児童委員）杉本　久三子
区／ ～ .古田　秀夫大

野
西
地
区

区／ ～ .～ .大久保　三郎
区／ .～ .～ ........中島　早苗
区／ ～ .......青木　健夫
区／ ......～ .....　茂德
区／ .......～ .相野　恩子
区／ .......～ ....田丸　惠子
区／ ......～梅崎　早苗
区／ ...～ ..長尾　典子
区／ ～ .........文理　一男
区／ .....～ ..～山崎　明美
区／ ～渡　美恵
区／ ～ ....日中　芳雄
区／ ～ .竹本　靖子
区／ ..～ .～ .～ .横田　光男
区／ ....～ ...～荒木　嘉信
区／ .........～ .勝島　修
区／ ～ .～ ...木俣　孝司
区／ ........益本　美代子
区／ ～ ...～山口　フミ子
区／ ～ ..～ .上田　幸子
区／松が原、渡の瀬、栗谷の一部新矢　元

大野中学校区（主任児童委員）佐々木　順子
区山 　明洋宮

島
地
区

区渡邊　由起子
区坂田　幸一
区佐々木　睦子
区福見　久美子
区奈良野　基次
区小林　武
区上森脇　英樹
区下向井　淳二

宮島中学校区（主任児童委員）宮郷　圭一郎
※任期は、 月 日から平成 年 月 日までの 年間です
　　　 は主任児童委員


