
　皆さんの身近な相談者として、地域福祉の増進のために活動してい
る民生委員･児童委員。右表のとおり３月１日付で、新たに４人の方が、
厚生労働大臣から新たに委嘱されましたのでご紹介します。
　【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

福祉推進担当内 ☎282-1711 内線1138）

№ 担当区域 氏名 住所 電話番号
34 真崎 井坂 幸子 村松 1013 283-0178

35 真崎
滝坂社宅 加納 義久 村松 1501-5 283-3866

36 真崎 隈 茂子 村松 1363-15 283-2384
37

舟石川３区
森澤 京子 舟石川駅東 3-16-41 282-9252

38 佐藤 幸子 舟石川駅東 3-15-10 283-0350
39 荒谷台住宅 松江 礼子 荒谷台住宅 5-304 283-3854
40 押延 本多 真知子 村松 2532 282-3149
41 須和間 清水 豊 須和間 57-2 283-0125
42

舟石川中丸
宇都宮 秀子 舟石川駅東 1-12-8 282-0662

43 中村 澄江 舟石川駅東 2-6-20 282-9475
44 長堀住宅 大原 比呂志 長堀住宅 E2-103 282-4838
45

緑ケ丘団地
並木 和枝 緑ケ丘団地 F-7 283-1476

46 笠原 かつ江 緑ケ丘団地 19-4 283-0186
47

南台住宅

根本 伸次 南台住宅 15-12 282-8885
48 大山 武 南台住宅 57-1 283-1482
49 西 勝典 南台住宅 38-8 282-9927
50 塙 正秋 南台住宅 3-2 282-9634
51 フローレスタ須和間 関口 健 須和間 2001-52 284-0135
52

船場
渡部 晃子 船場 886-8 282-7633

53 萩谷 毅彦 船場 132-5 283-1864
54

舟石川１区

稲田 栄一 舟石川 867-2 284-0097
55 近藤 忠美 舟石川 564-43 282-0643
56 泉 幸男 舟石川 442-5 306-2887
57 福地 さか江 舟石川 619-50 282-3125
58 阿部 典代 舟石川 153-5 287-1140
59

舟石川２区

村上 清美 舟石川 573-116 287-0151
60 中村 光子 舟石川駅西 2-1-12 282-4304
61 阿部 照子 舟石川 575-62 282-7071
62 植田 晴雄 東海 2-1-45 282-7586
63 照 沼 ･ 村 松 学 区 飯島 真里子 舟石川駅東 3-17-3 282-9583
64 中丸 ･ 舟石川学区 鈴木 香代 村松 2125-48 282-8108
65 白 方 ･ 石 神 学 区 酒井 光恵 白方中央 2-20-16 284-0330
▼№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。

民生委員･児童委員を紹介します

【東海村民生委員･児童委員一覧】
№ 担当区域 氏名 住所 電話番号
１

外宿１区
鈴木 宏文 石神外宿 1587 282-1588

２ 黒澤 達 石神外宿 1514 283-0729
３ 外宿２区 髙槌 けい子 石神外宿 2676 282-2803
４

内宿１区

岡部 ちい子 石神内宿 1676-3 284-0215
５ 今橋 絹枝 石神内宿 2248-43 282-8263
６ 久賀 浩人 石神内宿 2463-15 282-8276
７ 石井 新 石神内宿 2460 283-1348
８

内宿２区
宮島 榮子 石神内宿 2168-2 282-2506

９ 村上 順 石神内宿 2245-4 282-4475
10 竹瓦 根本 仁子 竹瓦 285 283-1561
11

宿
原 むつみ 村松 8 282-2022

12 清水 俊一 村松 118 282-3010
13 照沼 照沼 惠子 照沼 1054-4 282-0910
14 川根 菊池 裕美子 村松 3170-1 282-1401

15 原子力機構
箕輪 ･ 百塚 髙㟢 恵子 村松 3368-2 287-0064

16

白方

澤畠 京子 白方 597-2 282-3818
17 川上 ケイ子 白方 50-1 282-8259
18 蒲原 利明 白方中央 1-12-35 282-7655
19 阿部 美喜子 白方中央 1-22-9 282-1321
20 加藤 昌彦 白方 1607-1 287-1634
21 小池 昇 白方 1273-2 283-0367
22 豊岡 石田 進吾 豊岡 731 282-8631
23 岡 川﨑 静子 豊岡 1568 282-4734
24

百塚

池田 京子 東海 1-13-1 284-0024
25 依田 美代子 東海 2-6-1 282-8481
26 平間 修一 豊白1-9-14 282-7947
27 髙橋 幸子 東海 2-11-10 282-3598
28 亀下 宮本 浩 亀下 441-1 282-8733
29 豊白 吽野 貞子 豊白1-23-8 282-9151
30

村松北
田中 純利 村松北 1-12-11 282-8373

31 齋藤 亮一 村松北 2-4-16 282-4774
32

真崎
須藤 惣一 村松 208 282-0969

33 柏原 文夫 村松 427-8 282-9839

（敬称略、任期は平成31年11月30日まで）

　「民生委員･児童委員」は、住民の方が抱える生活上の心配事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、村や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。村では、65人の民生委員･児童委員が、地域福祉を担うボ
ランティアとして活動しています。

「民生委員･児童委員」
って、どんな人？

福祉に関することでお悩みのときは…担当区域の民生委員･児童委員または福祉保険課へお気
軽にご相談ください。 秘密は厳守されます。

№ 担当区域 氏名
22 豊岡区 石田 進吾
46 緑ケ岡区 笠原 かつ江
48 南台住宅 大山 武
63 照沼･村松学区 飯島 真里子
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【問い合わせ】福祉保険課地域医療担当（☎282-1711 内線1134）

　後期高齢者医療保険料の軽減制度については、後期高齢者医療制度の
開始から、保険料の激変緩和措置がとられていましたが、制度の持続性
を高め負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、次
のとおり見直すこととなりました。なお、平成29年度の後期高齢者医
療保険料額決定通知は、７月中旬～８月上旬ごろに郵送します。

平成29年度の保険料率

保険料
均等割額 ３万9,500円
所得割率 8.00％

保険料の賦課限度額
（上限額） 57万円

後期高齢者医療保険料の
軽減制度が変わります！

ご確認

ください！

　後期高齢者医療保険制度の資格取得日前日に職場の健康保
険などの被扶養者だった方は、右表のとおり、平成29年度
は所得割額の負担はなく、均等割額が７割軽減となります。

　後期高齢者医療保険制度の資格取得日前日に職場の健康保

■会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減について

平成29年度 平成28年度（参考）
所得割額 負担なし 同左
均等割額 ７割軽減 ９割軽減

　基礎控除後の総所得金額等が58万円以下（年金収入のみの
方は、年金収入額が211万円以下）の場合の所得割額は、右
表のとおり、平成29年度は２割軽減となります。

　基礎控除後の総所得金額等が58万円以下（年金収入のみの

■所得割額の軽減について

平成29年度 平成28年度（参考）
所得割額 ２割軽減 ５割軽減

■均等割額の軽減について
　下表のとおり、５割軽減と２割軽減の判定に係る世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の基準額が変更と
なります。

均等割額の
軽減割合

世帯（被保険者と世帯主）の総得金額等

平成29年度 平成28年度（参考）

９ 割 軽 減 33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80
万円以下（他に所得がない）の世帯 同左

8.5割軽減 33万円以下の世帯 同左

５ 割 軽 減 33万円＋（27万円×世帯の被保険者数）を超
えない世帯

33万円＋（26万5,000円×世帯の被保険者数）
を超えない世帯

２ 割 軽 減 33万円＋（49万円×世帯の被保険者数）を超
えない世帯

33万円＋（48万円×世帯の被保険者数）を超
えない世帯

※収入が公的年金のみの方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が330万円以下の場合は120万円）を差し引き、65歳
以上の方は、さらに高齢者特別控除（15万円）を差し引いて判定します。

▼総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差し引いたもので、社会
保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です｡なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません｡

１年間の保険料額
（100円未満切り捨て）

賦課上限57万円

均等割額
３万9,500円

所得割額
（※賦課のもととなる金額）×8.00％

＝ ×
※総所得金額等ー基礎年金控除33万円

個人保険料の
決め方
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