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民生委員・児童委員、
主任児童委員の一斉改選

　令和元年12月1日、民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選が行われました。
　民生委員は、生活に困っている方、高齢者や障害のある方など支援を必要とする方が、住み慣
れた地域で安心して暮らせるよう、行政や関係機関と連携しながら、相談・支援を行っています。
さらに、安芸高田市生活指導員としても活動しています。また、民生委員は児童委員を兼ねてお
り、児童・妊産婦・ひとり親家庭等の福祉課題について、相談・支援も行います。民生委員には守秘
義務がありますので、お住まいの地区の民生委員に安心してご相談ください。

■担当の民生委員・児童委員、主任児童委員は、以下のとおりです。　※敬称略

見坂 トシ子 相合１・２・３・５
岡﨑 英曉 相合４、後相合、山部、印内
横山 克惠 常楽寺、常友日南、山手日南
秋田 満知恵 山手中、山手沖、山手西
中田 由明 宮の城、本谷
土居野 薫 中馬
小島 貞子 甲元、福原
寺本 博子 竹原
富田 幸子 小山
板重 ヤス子 上市、下市、十念
三原 功暉 入江沖、久保、小草
砂田 啓子 石原、横山
中田 義和 下入江、向桂、中束
三木 恭子 長屋
灰谷 祐子 市峠、表桂、井山、谷桂、高野
大下 敏弘 吉田地区全域（主任児童委員）
平川 紀美 吉田地区全域（主任児童委員）

寺岡 優 坂１区、２区駅通り
小林 二三夫 坂２区本通上・2区本通下
安部 敏孝 坂３区、４区、17区
児玉 俊郎 坂５区、６区、７区
小路 幸子 坂８区上・８区下、９区
竹森 隆則 坂10区、11区、12区、13区、14区
大江 良治 坂15区上・15区下、16区
和泉 秀明 戸島１区、８区
竹岡 清二 戸島２区、３区、４区、５区

菅原 芳子 戸島６区、７区上・7区下
伊東 悦子 戸島９区、11区
三上 信行 長田１区、２区、３区、８区
迫 能典 長田４区、５区、６区、７区上・7区下
佐藤 克子 有留全区
塚田 鈴江 保垣全区
平川 富士雄 向原地区全域（主任児童委員）
的場 恵子 向原地区全域（主任児童委員）

大久保 紀子 陰近、上山田、中山田、古神出、
 飛貞、長見山、内長見
小早川 銀宗 宮崎、鳥居迫、土居迫、高柳、表長見山
丸中 盛久 尾首、建光
湧山 三千子 古旗、寺元、中合、上正覚、中正覚、
 下正覚、正覚
女鳥 マス子 上長屋、下長屋、上高地、中高地、
 下高地、大土山
竹田 佐代子 上吉田口、下吉田口、大津谷、緑ヶ丘、観音、 
  大谷、隠地、上法恩地、下法恩地
日浦 春美 青迫、川本、則長益方、祗園迫
山根 千鶴子 高屋、市ヶ原上組、市ヶ原下組
福川 ひとみ 花の木、井才田、篠原
藤田 勉 胡子、末広、上寺、下寺、春日、上組、
 春日住宅、堂ノ口住宅
戸田 明美 駅前通、東本通、西本通、中央通

渡辺 正美 智徳、沖組、筒ヶ瀬、市有甲田住宅、
  グリーンヴィレッジ
山本 美惠子 平佐、平和、倉内、瀬戸、若葉、夕日ヶ丘、
  中組、せせらぎ団地、高田原ニュータウン、
  サンハイツ甲田、瀬戸住宅
光實 和之 大城、西の谷、中条、中迫、下城、荒槙牧場
児玉 竹丸 吉原、向組、金口、浜田、大浜、城山
盛田 隆雄 田口、加屋、余谷、紅原
宮本 克巳 下市、中市、湧永住宅、本町、上市、
  紅葉ヶ丘住宅、甲田住宅
光永 美惠子 大道地、江田、中央、上庄、甲立高原
中村 道德 道木、湧永寮、今井谷、下庄、手斧麿
中尾 澄江 久保田、田中、大坪、船津、火の谷
吉川 千代美 甲田地区全域（主任児童委員）
清水 しげ子 甲田地区全域（主任児童委員）

永岡 京子 下用地、上用地、上野吉広、志部府、田屋郷
　岡 典子 土居之内、五十貫部
和田 等 叶谷日原、上福田、下福田、中之郷
金川 郁夫 島之尾、水谷松之尾、下船木
宮本 早苗 門田、後側、前川、雇用促進住宅、
 れんげガーデン
新田 俊晴 野部、竹部迫、上式敷（中組除く）
瀬沢 節子 信木、所木、上式敷（中組）、下式敷、三田谷
武内 眞理 野々原、上羽佐竹、中羽佐竹
八島 芳樹 下羽佐竹、原山
用田 正 下房後、勘部、新迫、表郷
益田 彰 すだれ、切田、深渡、中原、塔ヶ峯
加古山 紀美惠 下沖城、土居谷、宍戸城、細河内

　　
津島 明江 上沖城、上城、日南側、東城
丸山 智惠子 後岡城、上仁王丸、下仁王丸、山田、柆原、
 房後柆原
信藤 清 茂谷、仲仙道、後迫、行田
伊藤 良治 常広、宮迫、向原、来女木市
亀井 和則 下宮、上竹貞、下竹貞、下川根、谷口
武田 敏弘 三田林、上梶矢、下梶矢、山根
亀﨑 良隆 杉の原、田草、歌ヶ谷、
 行部（住宅、奈良原を除く）、篠原、直会
田村 亜紀子 行部（住宅、奈良原）、薬師、亀谷、
 二重谷、栃原
中土居 博臣 高宮地区全域（主任児童委員）
吉岡 由理 高宮地区全域（主任児童委員）

兒玉 英昭 瀬木、奈良谷、向井、川撫、横田下市
佐々木 昌莊 鳥信、清田、重信隠地、重信日南、竹之内
竹本 芳雄 横田上市、下日南、上日南、隠地、横呂、岡の原
中元 寿文 岩倉、宝前、原、寺川、戌谷、矢賀上・下
中村 久生 高浜、上河内、橋上、鉄井
中井 和憲 砂金、広森、増屋
佐々木 高美 小谷、中原、引地、有藤
佐々木 良三 塩瀬日南上、塩瀬下、道円田、亀谷
毛利 真理子 上黒滝、下黒滝、塩貝、上叶口、下叶口、
  栃木、山根

高松 昌則 中北日南上、中北蔭地上・下、北上市、北下市
佐々木 忠則 上郷、下郷、九文久、中北日南下
齋藤 英二 貝原、雁子原、畠田迫、下北蔭地、山田、叶谷
的塲 巌 生田上市、生田中市、生田下市、石丸、山崎、 
 大所
栗田 ミナ子 智教寺、上青、中青、下青、出店、程原
酒井 和尊 助実、是光、上城、上音地、下音地、日南
清水 勝 美土里地区全域（主任児童委員）
政池 純子 美土里地区全域（主任児童委員）

奥原 優 実宗、出口東、出口中、出口西
中村 陽子 寺の下、高平寺、上高平寺、殿前住宅
古岡 美代子 日南下、日南中、日南上、東邦団地
坂本 和榮 市下、市裏、市表
賀志古 究 末石、土井
冨田 光男 余井、平原、本郷、根の谷
橋谷 誠 八千代地区全域（主任児童委員）
時本 郁子　 八千代地区全域（主任児童委員）

渡邉 美智子 別所、中土師、黒瀬、下土師上・中・下
浅枝 晴美 八千代病院、上谷、山梨、北原、日南、化正面
向井 博昭 上・下ときわ、前田住宅、大槙、横路住宅、
 上恩地、上大又、下大又
山本 万里子 水無、五郎丸、下佐々井、日南団地
今岡 一枝 門出、谷の城、みどり会
槇原 明美 中佐々井、安森、上佐々井、ドリーム寮
冨田 光春 宮の下、宮の上、古屋、国安、中の谷

※「坂巻・徳田・新屋郷」の民生委員・児童委員は、決まり次第お知らせします。

広島県民生委員
児童委員協議会
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門田 和子 左円
津森 力 三矢タウン、市有郡山住宅
　田 信子 上迫、六日市
田丸 文枝 大賀屋、新町
牧村 昇司 太郎丸
佐々木 正紀 西土手
中森 美智代 １丁目、川向
岸野 松子 ２丁目、３丁目、川手
隅田 克良 高樋、古市、柿原
三宅 七生治 ４丁目
津賀山 とし子 ５丁目
竹本 宣子 大浜、内堀、外堀、四軒屋、柳原
谷川 エミコ 国司、国司住宅、県警住宅
水重 克幸 浄安寺、青迫、市有常友住宅
溝下 頼男 津々羅、室坂、川原、於手保
新崎 妙子 日南、中馬河内、隠地、千川
泉迫 あき 市場、久保地、甲田
三川 孝行 中原、沖原、西浦
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