
　５月12日は「民生委員･児童委員の日」です。この日を含む１週間を、民生委員･児童委員
の活動を知っていただくための活動強化週間として、全国でさまざまな取り組みが実施さ
れています。
　少子化や核家族化などにより地域のつながりが薄れる中、生活上の心配ごとや困りごと
を周囲に相談できずに孤立してしまうケースが増えています。そんなとき、地域の身近な
相談相手として必要な支援を行うのが「民生委員･児童委員」です。今回は、誰もが安心し
て暮らせる地域づくりのために活動する「民生委員･児童委員」について、ご紹介します。

地域の身近な相談相手

民生委員･児童委員を紹介します！

　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
る児童委員を兼ねています。村では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。無報酬のボランティアとして活動しており、任期は３年です。

●地域住民の立場になって地域の福祉を担うボランティアです！

　民生委員･児童委員は、自らも地域住民の一員として、地域の高齢者や障がいのある方々、子どもたちを見
守っています。また、住民の方が抱える生活上の心配ごとや困りごとなど、さまざまな相談に応じ、必要な支
援が受けられるよう、住民と村･村社会福祉協議会などの専門機関との“つなぎ役”を務めています。

●住民の身近な相談相手として、専門機関への“つなぎ役”として

　代表的な活動として、村が行う「高齢者状況調査」への協力があります。こ
れは、支援を必要とする方と福祉サービスを結び付け、日常生活の向上を図
るほか、災害時における迅速な避難支援のために役立てることを目的とした
調査で、民生委員･児童委員が65歳以上の全ての高齢者宅を訪問し、生活状
況や健康状態などの把握に努めています。
　そのほか、ひとり暮らし高齢者世帯への「救急医療情報キット」の配布、敬
老会への高齢者の招待など、村の地域福祉の推進のために尽力しています。

　高齢者や障がいのある方への支援が必要なとき、子育て･介護について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。

●お気軽にご相談ください！

　近年、住民が直面する生活課題が多様化･深刻化する中、民生委員･児童委
員に寄せられる相談内容は多岐にわたり、複合的な課題も多くなっています。
住民からの相談に適切に対応し、早期支援につなげていくため、民生委員･児
童委員は、各種研修会等に積極的に参加し、委員として必要な知識を習得す
るとともに、相談援助に係る技術等、その力量の向上に努めています。

●研修会等に参加し、資質の向上に努めています！

●村や村社会福祉協議会の事業にも協力しています！

５月12日は
「民生委員･
児童委員の日」
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担当区域 氏　　名 住　　所 電話番号

村
松
小
学
校
区

真崎 ･白方
関田 弘子 村松 198 282-4123

柏原 文夫 村松 427-8 282-9839

真崎 井坂 幸子 村松 1013 283-0178

真崎 ･
滝坂社宅 大内 戴子 村松 1278-3 282-7334

真崎 隈 強一 村松 1363-15 283-2384

舟石川３区
佐藤 房明 舟石川駅東 2-21-27 282-1546

佐藤 幸子 舟石川駅東 3-15-10 283-0350

荒谷台住宅 松江 礼子 荒谷台住宅 5-304 283-3854

中
丸
小
学
校
区

押延 本多 真知子 村松 2532 282-3149

須和間 塙 勝弘 須和間 1212-3 283-0221

舟石川中丸
宇都宮 秀子 舟石川駅東 1-12-8 282-0662

中村 澄江 舟石川駅東 2-6-20 282-9475

長堀住宅 大原 比呂志 長堀住宅 E2-103 282-4838

緑ケ丘団地
並木 和枝 緑ケ丘団地 F-7 283-1476

大串 稔 緑ケ丘団地 13-10 283-0124

南台住宅

根本 伸次 南台住宅 15-12 282-8885

髙橋 文子 南台住宅 24-9 282-0386

河原畑 武 村松北 2-8-14 282-1315

塙 正秋 南台住宅 3-2 282-9634

フローレスタ須和間 関口 健 須和間 2001-52 284-0135

舟
石
川
小
学
校
区

船場
田村 操 船場 912-5 283-1006

萩谷 毅彦 船場 132-5 283-1864

舟石川１区

稲田 栄一 舟石川 867-2 284-0097

遠藤 弘 舟石川駅西 4-16-1 282-2194

泉 幸男 舟石川 442-5 306-2887

福地 さか江 舟石川 619-50 282-3125

阿部 典代 舟石川 153-5 287-1140

舟石川２区

宮本 隆夫 舟石川駅西 3-6-11 282-8389

宮本 京子 舟石川駅西 3-6-14 282-8642

阿部 照子 舟石川 575-62 282-7071

須藤 隼人 舟石川駅西 3-11-1 282-3154

主
任
児
童
委
員

照沼 ･ 村松学区 野上 紀子 村松 1094 282-2208

中丸･舟石川学区 沓掛 多枝子 舟石川 564-56 282-4852

白方 ･ 石神学区 酒井 光恵 白方中央 2-20-16 284-0330

【東海村民生委員･児童委員】

担当区域 氏　　名 住　　所 電話番号

石
神
小
学
校
区

外宿１区
鈴木 宏文 石神外宿 1587 282-1588

黒澤 達 石神外宿 1514 283-0729

外宿２区 宮本 茂 石神外宿 814-1 283-0509

内宿１区

岡部 ちい子 石神内宿 1676-3 284-0215

今橋 絹枝 石神内宿 2248-43 282-8263

久賀 浩人 石神内宿 2463-15 282-8276

石井 新 石神内宿 2460 283-1348

内宿２区
宮島 榮子 石神内宿 2168-2 282-2506

大内 洋治 石神内宿 2228-8 283-1674

竹瓦 根本 仁子 竹瓦 285 283-1561

照
沼
小
学
校
区

宿
原 むつみ 村松 8 282-2022

飛田 かつ子 村松 3332-76 282-2536

照沼 照沼 はるゑ 照沼 202-3 283-0620

川根 井坂 喜代子 照沼 1222-7 283-1426

原子力機構
箕輪 ･ 百塚 齋藤 恭央 白方中央 1-3-28-102 287-1868

白
方
小
学
校
区

白方

小池 芳雄 白方 591-2 287-7453

川上 ケイ子 白方 50-1 282-8259

河野 進 白方中央 1-6-53 282-0717

阿部 美喜子 白方中央 1-22-9 282-1321

加藤 昌彦 白方 1607-1 287-1634

小池 昇 白方 1273-2 283-0367

豊岡 石田 悦子 豊岡 731 282-8631

岡 川崎 靜子 豊岡 1568 282-4734

百塚

池田 京子 東海 1-13-1 284-0024

依田 美代子 東海 2-6-1 282-8481

平間 修一 豊白1-9-14 282-7947

髙橋 幸子 東海 2-11-10 282-3598

亀下 宮本 浩 亀下 441-1 282-8733

豊白 吽野 貞子 豊白1-23-8 282-9151

村松北
田中 純利 村松北 1-12-11 282-8373

齋藤 亮一 村松北 2-4-16 282-4774

真崎 ･白方
関田 弘子 村松 198 282-4123

柏原 文夫 村松 427-8 282-9839

※任期は平成25年12月１日～平成28年11月30日です。

【問い合わせ】東海村民生委員･児童委員協議会事務局（福祉保険課地域福祉推進担当 ☎282-1711 内線1137）
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