ほけん福祉課だより
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25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25年12月１日から平成28年11月30日）

いの町民生委員・児童委員名簿
民生委員
角田

住所（いの町）

清明 3038-10

前田嘉代子 3103

電話番号

担

当

地

域

住所（いの町）

電話番号

担

当

地

谷

892-1280 3区大国町・5区公園町

伊藤

武 中追1735-4

897-0601 中追東・中追西

博昭 成山881

域

892-3830 成山本村・北成山

森沢

智恵 西町163

893-1607 4-1西町・4-2西地

山本

雅一 柳瀬本村438

897-0432 楠瀬・柳瀬本村

吉田

廣子 3685

892-0934 6区幸町

栁瀬

敏和 柳瀬上分372-1

897-0285 石見・柏原・出来地

矢野

雅子 旭町18

892-5044 7区元町・8区旭町

田村

住子 勝賀瀬3192

897-0435 西ノ谷・北谷

濵田

千鶴 3663-1

892-1485 9区本町・10区大和町

伊東

泰子 勝賀瀬969

897-0441 弘瀬・込谷・長原比上・長原比下

福井

匡子 3295

893-1108 11区加茂

楠本

光春 天王南1丁目4-3

891-6332 天王南1・天王南2・天王南3

静夫 天王南5丁目7-9

891-6082 天王南4・天王南5

森本美佐子 2259-9

892-2618 12区柳町・14区菊楽

市川

中岡

征子 内野南町51

892-3899 13-1内野・13-3内野

吉村志保子 天王南8丁目11-11 891-5183 天王南6・天王南8

土居

晶子 内野東町58

892-2160 13-2内野

藤木

栄子 天王南9丁目12-2

891-5273 天王南7・天王南9

岡田

正博 1700-13

892-1632 15区東町・16区新町

竹田

順一 天王北2丁目3-4

891-6754 天王北1・天王北2・天王北3

平井

雅章 4016-1

893-3410 17区天神1・18区天神2・19区天神3

橋詰美知子 天王北4丁目3-15

891-5059 天王北4

髙野

博康 4114-3

892-0185 20-1天神4・20-2天神4

井上美佐子 3402-1

893-0955 主任児童委員（伊野地区）

吉良

征世 1105-2

892-2285 20-3天神4・20-5沖田・ウェルネス 宮田

塩田

修已 5183-2

892-3279 21-1音竹・21-2音竹

幸子 天王南6丁目7-14

891-6456 主任児童委員（伊野地区）

藤岡紀美子 1299-3

893-2082 主任児童委員（伊野地区）
867-2730 大野・西川・成川

塩田

律子 1802

893-4025 22区北山

大原

正亀 清水下分1392

渡辺

香苗 1842

893-1834 23-1区北内

筒井

千恵 清水下分305

867-3017 日比原・馬路・槙川

杉本

寛子 6466-5

892-2513 23-2奥名是友・23-3是友第2 川村

芳久 清水下分175

867-2738 川窪・松ノ木・伊守川南

森本

敏雄 槇540-1

893-1679 24区槇

山中美和子 清水上分921

867-3411 式槙・程野

黒田

稔男 成山488

892-1446 25-2蔭・25-3横藪

久保田敏晴 清水上分57-1

867-2027 清水土居・伊守川北

元吉

美知 駅前町22-1

892-0782 26-1駅前町・26-2駅前町

川村

867-2348 木ノ瀬・上八川土居

森木

淑枝 八田2445

893-2206 八田1・八田2

門脇

北岡

光博 八田152

090-8286-3421 八田3・八田4・八田5

川村

豊作 枝川1943-13

893-2364 東浦1区・東浦3区

島田和加枝 枝川1328-3県住R3-24 893-2462 東浦2区県住Ｒ1～4

3

民生委員

892-3636 1区谷、柿奈路・2区羽根・25-1東加田

山内

幸男 上八川丙849－イ
高 上八川丙1840

867-2192 大久保・本郷
867-3613 寺野
867-3699 津賀谷・古江

和田

光正 上八川丙4912

867-2988 柿藪・連行・小申田

我

惠美 上八川甲5566

867-2521 枝川

川村

友子 小川東津賀才433

867-2564 南越・致川

893-5604 西浦2・西浦4-1

津賀

公子 小川東津賀才188-3 867-2732 高岩

892-5069 西浦3-1・西浦3-2

北岡

和生 小川西津賀才446

髙橋

博子 枝川1328-3県住R6-4

892-4821 東浦2区県住Ｒ5～8

川本

和弘 枝川1137-27

893-3271 西浦1区・西浦7区

川﨑真知子 枝川2439-21
島崎

博之 枝川982-42

岡

啓 上八川甲2017-1
康明 上八川甲3741

868-2701 松尾・西津賀才

荒尾

初美 枝川784-22

892-3235 西浦3-3・西浦6

細川 里子 小川新別1136-3

868-2905 新別上

田上

暁光 枝川2450-25

892-2059 西浦5区

濵田

佐恵 小川新別1039-1

868-2535 新別下

羽方

則行 枝川2450-114

892-4490 西浦9区

筒井

艶子 小川柳野769

868-2465 川原田・柳野本村

永田

秀子 枝川575

892-5543 北浦1区

筒井

和弘 小川柳野2327

868-2403 柳野上

伊藤

義孝 枝川5

892-2408 藤ヶ瀬・泉ノ本

藤田

榮子 小川樅ノ木山1856 868-2607 妙見・中峯・高樽

池

誠機 枝川215-5

893-0636 北浦2区

玉川利江子 小川樅ノ木山693

868-2850 川又・仏堂・奥大野

水田

修 枝川3288-4

893-1814 八代1区

曽我

安子 下八川丙2273

867-2856 広瀬・横野・柿奈呂・打木

竹本

範雄 枝川3025-8

893-2517 八代2区

浅川

和夫 下八川丙669-1

867-3240 長引・十田

長﨑

和幸 池ノ内1323

892-0883 山石・柿谷・向流・肩抜

尾村

安正 下八川丁1264-6

867-2767 大野内

髙瀬

科子 波川610-3

892-3635 新道東1・新道中・新道西・宮の前・宮の東 筒井

英夫 上八川丙1086

867-3620 主任児童委員（吾北地区）

吉良

昌幸 波川2676-4

892-3328 新道東2・尾山・簡保

田村

和稔 波川445-1

893-3088 波川北・和田・灘・金剛寺・保井谷・茂地 神野

康彥 高藪163-2

869-2700 高藪

池田

節子 波川188

893-2626 六部・西山・茶屋ケ鼻・木戸・奥の谷・農大

山中

二三 脇ノ山42

869-2766 脇ノ山

西井チヅ子 鎌田166-1

892-3369 大鎌田・小鎌田

川村

幸男 長沢188-5

869-2420 足谷・葛原

山下

892-2353 大八十・小八十・高野ケ谷 古田

好輝 葛原65

869-2056 桑瀬・中野川

金田つや子 大内887-3

892-0853 中の中・中の西・南の東・南の中・南の西・甫岐 川村

節子 大森168-9

869-2548 大森

坂本

德子 加田964

893-5630 加田

山中

都夫 長沢32

869-2010 長沢1区

尾﨑

叔香 神谷1278

893-5404 奈呂・毛田

山中

義深 長沢9-5

869-2663 長沢2区・戸中

尾﨑

早苗 神谷474

893-2230 保木・野久保

松本

健市 越裏門340-9

869-2877 越裏門

町田

好德 鹿敷616

892-0660 鹿敷

川村

育美 寺川29

869-2808 寺川

森本

美幸 小野1148

892-3844 小野

増井

千明 大森35

869-2233 主任児童委員（本川地区）

征恵 大内395

広報いの

1月号

曽我

修 下八川丁1765

867-3117 主任児童委員（吾北地区）

