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民生委員 ふりがな 担　当　地　域 民生委員 ふりがな 担　当　地　域
角田　清明 つのだ  きよあき 1区谷、柿奈路・2区羽根・加田（旧東加田） 森本　美幸 もりもと  みゆき 小野
前田嘉代子 まえだ　かよこ 3区大国町・5区公園町 小森　章宏 こもり  あきひろ 成山本村・北成山
森沢　智恵 もりさわ　ちえ 4区-1西町・4区-2西地 伊藤　　武 いとう　たけし 中追東・中追西
𠮷田　廣子 よしだ　ひろこ 6区幸町 大原　正宏 おおはら  まさひろ 楠瀬・柳瀬本村
矢野　雅子 やの　まさこ 7区元町・8区旭町 片岡　　覚 かたおか  さとる 石見・柏原・出来地
濵田　千鶴 はまだ　ちづる 9区本町・10区大和町 田村　住子 たむら　すみこ 西ノ谷・北谷
宮脇　雅子 みやわき  まさこ 11区加茂 中岡　美加 なかおか  みか 弘瀬・込谷・長原比上・長原比下
武林　　学 たけばやし  まなぶ 12区柳町・14区菊楽 楠本　光春 くすもと  みつはる 天王南1・天王南2・天王南3
鍋島　亨子 なべしま  みちこ 13区-1内野・13区-3内野 市川　静夫 いちかわ  しずお 天王南4・天王南5
土居　晶子 どい　あきこ 13区-2内野 吉村志保子 よしむら  しほこ 天王南6・天王南8
岡田　正博 おかだ  まさひろ 15区東町・16区新町 藤木　栄子 ふじき　えいこ 天王南7・天王南9
平井　雅章 ひらい  まさあき 17区天神1・18区天神2・19区天神3 竹田　順一 たけだ  じゅんいち 天王北1・天王北2・天王北3
髙野　博康 たかの  ひろやす 20区-1天神4・20区-2天神4 橋詰美知子 はしづめ  みちこ 天王北4
吉良　征世 きら　まさよ 20区-3天神4・20区-5沖田・ウェルネス 井上美佐子 いのうえ  みさこ 主任児童委員（伊野地区）
上田　剛司 あげた　つよし 20区-4駅南町・特老 宮田　幸子 みやた　ゆきこ 主任児童委員（伊野地区）
塩田　修已 しおた　おさみ 21区-1音竹・21区-2音竹 藤岡紀美子 ふじおか  きみこ 主任児童委員（伊野地区）
塩田　律子 しおた　りつこ 22区北山 森木　吏回 もりき　りえ 主任児童委員（伊野地区）
渡辺　香 わたなべ  かなえ 23区-1区北内 川村　雅俊 かわむら  まさとし 大野・西川・成川
杉本　寛子 すぎもと　ひろこ 23区-2奥名是友・23区-3是友第2 筒井　千惠 つつい　ちえ 日比原・馬路・槙川
森本　敏雄 もりもと　としお 24区槇 川村　芳久 かわむら  よしひさ 川窪・松ノ木・伊守川南
黒田　稔男 くろだ　としお 25区-2蔭・25区-3横藪 山中美和子 やまなか  みわこ 敷槙・程野
元𠮷　美知 もとよし　みち 26区-1駅前町・26区-2駅前町 久保田敏晴 くぼた  としはる 清水土居・伊守川北
刈谷　信子 かりや　のぶこ 27区駅東町 川村　　啓 かわむら　けい 木ノ瀬・上八川土居
森木　淑枝 もりき　としえ 八田1・八田2 門脇　康明 かどわき  やすあき 大久保・本郷
北岡　光愽 きたおか  みつひろ 八田3・八田4・八田5 岡　幸男 かたおか  ゆきお 寺野
川村　豊作 かわむら  とよさく 東浦1・東浦3 山内　　高 やまうち  たかし 津賀谷・古江
島田和加枝 しまだ　わかえ 東浦2県住Ｒ1～4 和田　光正 わだ　みつまさ 柿藪・連行・小申田
髙橋　博子 たかはし  ひろこ 東浦2県住Ｒ5～8 我　惠美 そが　えみ 枝川
金子多喜子 かねこ　たきこ 西浦1・西浦7 川村　友子 かわむら  ともこ 南越・致川
川﨑真知子 かわさき  まちこ 西浦2･西浦4-1 津賀　公子 つが　きみこ 高岩
島崎　博之 しまさき  ひろゆき 西浦3-1・西浦3-2 北岡　和生 きたおか  かずお 松尾・西津賀才
岡林　敬介 おかばやし  けいすけ 西浦3-3・西浦6 細川 里子 ほそかわ  まりこ 新別上
浜田　幸作 はまだ　こうさく 西浦4-2 岡林　利保 おかばやし  としやす 新別下
田上　曉光 たのうえ  あきみつ 西浦5 筒井　艶子 つつい　つやこ 川原田・柳野本村
羽方　則行 はかた  のりゆき 西浦9 渡邊　圭三 わたなべ  けいぞう 柳野上
伊藤　義孝 いとう   よしたか 藤ヶ瀬・泉ノ本 藤田　榮子 ふじた　えいこ 妙見・中峯・高樽
永田　秀子 ながた　ひでこ 北浦1 伊藤　久水 いとう　ひさみ 川又・仏堂・奥大野
池　　誠機 いけ　せいき 北浦2 曽我部明美 そがべ　あけみ 広瀬・横野・柿奈呂・打木
水田　　修 みずた　おさむ 八代1 北川　宏之 きたがわ  ひろゆき 漉地・土居
竹本　範雄 たけもと  のりお 八代2 浅川　和夫 あさかわ  かずお 長引・十田
池上　　桂 いけがみ  かつら 山石・柿谷・向流・肩抜 尾村　安正 おむら  やすまさ 大野内
髙瀨　科子 たかせ　しなこ 新道東１・新道中・新道西・宮の前・宮の東 筒井　英夫 つつい　ひでお 主任児童委員（吾北地区）
吉良　昌幸 きら　まさゆき 新道東2・尾山・簡保 曽我　　 修 そが　おさむ 主任児童委員（吾北地区）
田村　和稔 たむら  かずとし 波川北・和田・金剛寺・保井谷・茂地 神野　康彥  じんの  やすひこ 高薮
山下　　勝 やました  まさる 六部・西山・茶屋ケ鼻・木戸・奥の谷・農大 川村　洋二 かわむら  ようじ 脇ノ山（12/1推薦中）
西井チヅ子 にしい　ちづこ 大鎌田・小鎌田 川村　幸男 かわむら  ゆきお 足谷・葛原
山下　征惠 やました  せいえ 大八十・小八十・高野ケ谷 古田　好輝 ふるた  よしてる 桑瀬・中野川
金田つや子 かねだ　つやこ 中の中・中の西・南の東・南の中・南の西・甫岐 川村　節子 かわむら  せつこ 大森
中島美千代 なかじま  みちよ 加田 有賀　靖雄 ありが　やすお 長沢1区
尾﨑　叔香 おさき　としか 奈呂・毛田 山中　都夫 やまなか  くにお 長沢2区・戸中（12/1推薦中）
尾﨑　早苗 おさき　さなえ 保木・野久保 松本　健市 まつもと  けんいち 越裏門
町田　好德 まちだ   よしのり 鹿敷 山中ゆかり やまなか  ゆかり 寺川

増井　千明 ますい　ちあき 主任児童委員（本川地区）

いの町民生委員・児童委員名簿

民生委員・児童委員・主任児童委員が委嘱されました

　民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期満了により全国一斉に改選が行われ、新たに平成28年12月１日
付けで、次の皆さんが厚生労働大臣及び高知県知事から委嘱されました。
（任期　平成28年12月１日～平成31年11月30日）

■ 問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　☎ 893−3810


