
社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。

基本的人権の尊重
民生委員･児童委員には、民生委員法第15条に定めら
れた守秘義務があります。相談内容や個人の秘密を守
り、個人の人格を尊重します。

政 治 的 中 立
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用し
ません。

民生委員･児童委員の３つの基本姿勢
　民生委員は、民生委員法に基づき厚生労
働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員
で、児童福祉法に定める児童委員も兼ねて
います。
　村では60人(定数65人)の民生委員･児童委
員が活動しており、うち３人は、子どもや子
育てに関する支援を専門に担当する主任児童
委員です。
　民生委員･児童委員に給与の支給はなく、
ボランティアとして活動しており、その任期
は３年です（再任も可）。

「民生委員･児童委員」とは

５月12日は「民生委員･児童委員の日」

【問い合わせ】東海村民生委員･児童委員協議会事務局（地域福祉課地域福祉推進担当内 ☎282-1711 内線1138）

ご存じですか？ご存じですか？

地域の身近な相談相手「民生委員･児童委員」地域の身近な相談相手「民生委員･児童委員」

民生委員･児童委員の存在とその
活動を知ってもらうため、 さまざま
なＰＲ活動を行っています♪

主にどんな活動をしているの？

　民生委員･児童委員は、“地域の相談役”として、訪問活動などを通
し、地域で暮らす住民の皆さんの“見守り活動”を行っています。また、
生活上の心配ごとや困りごとなどを抱えている方と、村や村社会福
祉協議会などの関係機関との“つなぎ役”として、日々活動しています。
　これらの活動以外にも、委員同士での交流や定例会、研修会な
どを行い、各種制度について学んでいるほか、互いに情報交換を行
いながら、“地域づくりの担い手”として活動しています。

民生委員の３つの役割 〈関係図〉

見守っている対象者
を関係機関･専門職に
つなぐ。見守りを継
続する。

把握した情報を基に、
必要に応じて見守る。
見守る中で情報を更
新していく。

必要に応じて、把握した情報を関係機関へつなぐ。
その後も近況把握に努める。また、地域の生活･福祉
情報を住民につなぐ。

見守る

把握
する つなぐ

コロナ禍でも、 感染症対策を徹底しながら、 見守りや訪問
を行っています！
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困ったときは、お気軽にご相談ください！困ったときは、お気軽にご相談ください！
　高齢者や障がいのある方への支援が必要なとき、また、子育てや介護の心配や不安
があるときなどは、お住まいの地域の民生委員･児童委員へお気軽にご相談ください。
民生委員･児童委員には法律に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。

民生委員･児童委員には、こんな“やりがい”があります！

訪問して、おしゃべりをしたり福祉サービス
を説明したりすることで、喜んでもらえます。

01.01. お年寄りが待っていてくれます
あいさつ運動や学校活動を通して、子ども
たちの笑顔から元気をもらえます。

02.02. 子どもたちから元気をもらえます

ボランティア活動を通して、同じ思いを持
つ仲間ができます。

03.03. 仲間がたくさんできます
地域の行事への参加や訪問活動で、幅広い
人たちと知り合いになれます。

04.04. 地域とのつながりが広がります

研修会や施設見学等を通して、福祉のこと
を勉強できます。

05.05. 自分自身の勉強になります
いろいろな人や組織との交流で、自分を成
長させることができます。

新たな出会いを通して成長できます

※№63･64･65は、児童に関する問題を専門に扱う「主任児童委員」です。

06.06.

【東海村民生委員･児童委員一覧】【東海村民生委員･児童委員一覧】（敬称略、任期は令和４年11月30日まで）

№ 担当区域 氏名 電話番号
１

外宿一区
鈴木 宏文 282-1588

２ 萩谷 光俊 282-0790
３ 外宿二区 髙槌 けい子 282-2803
４

内宿一区

佐藤 誠一郎 283-2221
５ 佐藤 卓男 282-1254
６ 本田 篤己 282-9862
７ 石井 新 283-1348
８

内宿二区
宮島 榮子 282-2506

９ 村上 順 282-4475
10 竹瓦 根本 仁子 283-1561
11

宿
原 むつみ 282-2022

12 井坂 光子 283-0924
13 照沼 照沼 惠子 282-0910
14 川根 菊池 裕美子 282-1401

15 原子力機構
箕輪･百塚 曳沼 優子 287-2049

16

白方

澤畠 京子 282-3818
17 関田 美智子 282-3966
18 蒲原 利明 282-7655
19 阿部 美喜子 282-1321
20 欠員
21 小池 昇 283-0367
22 豊岡 石田 進吾 282-8631

№ 担当区域 氏名 電話番号
44 長堀住宅 大原 比呂志 282-4838
45

緑ケ丘団地
冨永 健二 287-3640

46 笠原 かつ江 283-0186
47

南台住宅

根本 伸次 282-8885
48 大山 武 283-1482
49 西 勝典 282-9927
50 深井沢 正子 282-4501

51 フローレスタ
須和間 石丸 敏明 090-5423-

8778
52

船場
渡部 晃子 282-7633

53 萩谷 毅彦 283-1864
54

舟石川一区

稲田 栄一 284-0097
55 小川 まさ子 283-4858
56 古市 信次 282-3524
57 福地 さか江 282-3125
58 阿部 典代 287-1140
59

舟石川二区

欠員
60 中村 光子 282-4304
61 欠員
62 大内 久美子 282-2459
63 照沼･村松学区 飯島 真里子 282-9583
64 中丸･舟石川学区 鈴木 香代 282-8108
65 白方･石神学区 酒井 光恵 284-0330

№ 担当区域 氏名 電話番号
23 岡 川崎 静子 282-4734
24

百塚

池田 京子 284-0024
25 依田 美代子 282-8481

26 平間 修一 080-9386-
7040

27 欠員
28 亀下 宮本 浩 282-8733
29 豊白 三田 えみ子 282-9852
30

村松北
大島 知子 287-2770

31 齋藤 亮一 282-4774
32

真崎
須藤 惣一 282-0969

33 今泉 美喜子 287-1693
34 横山 帝子 282-7479

35 真崎
滝坂社宅 石井 謙藏 282-7674

36 真崎 隈 茂子 283-2384
37

舟石川三区
森澤 京子 282-9252

38 佐藤 幸子 283-0350
39 荒谷台住宅 欠員
40 押延 本多 真知子 282-3149

41 須和間 根本 裕哉 283-1464

42
舟石川中丸

宇都宮 秀子 282-0662

43 中村 澄江 282-9475
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