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民生委員・児童委員
あなたの身近な支援・相談者！

私たちの生活を暮らしやすいものにするためにさまざまな支援活動を行い、みなさんの良き相談者と
して、困っていることにアドバイスを送り、問題解決のお手伝いをしますので、下記の名簿担当区域
によりお近くの民生委員へご相談ください。

事務局／北海道民生委員児童委員連盟網走市支部　61-2818（北11条東1丁目（総合福祉センター内））
市担当窓口／社会福祉課庶務係（内線336）

地区・氏名 住所 ＴＥＬ 担当区域
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玉井　フミ子 南3東1-5 43-3439 東1 ～ 3丁目の南1条～南4条北側
髙松　博仁 南8東2-4-1 43-3804 東1 ～ 3丁目の南4条南側～南7条北側
菊地　庸子 南7東4-1 43-3409 東1 ～ 3丁目の南7条南側～南10条
松尾　貴子 南8東6-1-8 45-3865 東4・5丁目の南6条南側～南10条
井保内　雅士 南6東6-1 43-2405 東4 ～ 7丁目の南3条～南6条北側
鈴木　敬順 南9東6-4-1 43-3041 東6・7丁目の南6条南側～南10条､港町
太田　美津子 南8西2-6 45-0373 西1丁目の南1条～南8条
星川　清江 南8西2-4-1 43-6812 西2丁目の南1条～南8条
藤原　幸雄 南5西3 45-0794 西3・4丁目の南2条～南7条
安喰　　誠 南8西2-9-1 44-7015 南9 ～ 11条の西2丁目､南9・10条の西3丁目
大平　良一 南9西4-1-2 45-3285 南11条西3丁目､南8 ～ 11条の西4丁目
新谷　正樹 錦町146-4 080-1321-0892 南12 ～ 14条の西2 ～ 4丁目､桜町内会
國奥　敏幸 錦町126-28 43-1177 桜町内会を除く錦町全域
佐藤　公哉 台町1丁目2-22 45-4828 台町1丁目－台町坂ノ上､台町西町内会
関谷　八重子 台町2丁目8-13 43-5449 台町2丁目－北台町、台町れいめい町内会
伊藤　　勉 台町1丁目11-7 44-9975 台町1丁目－台町中央町内会､台町3丁目－台町寿町内会
佐古　真珠美 台町3丁目4-9 45-0136 台町3丁目－台町寿町内会を除く区域
西田　眞知子 桂町4丁目3-17 43-4492 桂町2 ～ 4丁目
石垣　美奈子 桂町5丁目4-10 43-9095 桂町1・5丁目
山端　幸枝 駒場南1丁目4-20 45-2434 ■主任児童委員第1地区全域
白木　雅美 桂町164-97 44-4234 ■主任児童委員第1地区全域
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重野　幸一 北9東1-20-3 44-7435 東1・2丁目の北1条～北12条、北オホーツク町内会
高野　由利子 海岸町5-11 44-6405 海岸町、北12条西2丁目
松尾　富彦 北6西1 43-8085 北西第1町内会、サンリッチヴィラA ～ C棟
東海林　道子 北8西5-1 44-1557 北中央、北斗、喜多西２町内会、サンリッチヴィラD ～ F棟

選　定　中 ポプラ、北西五、北星、北西町内会
本田　俊之 北5西1-1-5 43-2531 西1 ～ 3丁目の北1条～北6条南側
佐々木　玲子 北6西5-2 45-1650 西4 ～ 6丁目の北1条～北6条南側
谷村　尚祐 緑町1-2-1 44-5644 西７・８丁目の北１～北6条南側、みどり第1町内会
豊見盛　隆彦 緑町4-7-13 43-9103 みどり第2・第3町内会
岡山　一枝 新町1丁目9-13 44-5043 新町1丁目の3 ～ 10番、新町2丁目の3 ～ 8番

選　定　中 新町1・2丁目の1・2番、新町3丁目
猪澤　　航 大曲1丁目11-9 090-1646-0787 三眺、大曲親睦会、大曲湖ノ口町内会
上田　理子 大曲1丁目4-41 44-5939 大曲むつみ、大曲親交会町内会
川島　悦子 大曲2丁目12-3-16 44-3560 大曲いずみ、大曲南、大曲まろみ町内会

大野　惠美子 大曲2丁目5-5-21 44-7919
大曲みどり、大曲さつき、大曲暁、大曲あおさぎ町内会、
道営住宅他郊外

選　定　中 向陽ヶ丘中央町内会、向陽ヶ丘促進住宅
宮原　康成 向陽ヶ丘3丁目1-5 44-9617 向陽ヶ丘東中央、向陽ヶ丘東陽町内会
水島　洋 向陽ヶ丘2丁目15-2 43-2795 向陽ケ丘海陽町内会、向陽ヶ丘グランヒル自治会
石田　　一 明治66-4 43-4447 明治、向陽ヶ丘西町内会、向陽ヶ丘郊外（文化区会）
荒野　甲羊 二ツ岩18 44-6638 二ツ岩、美岬
三枝　光子 天都山54-66 44-5678 天都山全域
遊佐　徳子 呼人606-1 48-2939 呼人中央、呼人第1、呼人第3町内会
相田　雄一 呼人705-14 48-2800 呼人第2、呼人第4、呼人湖畔町内会
若原　浩敬 大曲1丁目1-6 43-2854 ■主任児童委員第2地区全域
小堀　幹子 北10西1-1-1 61-4890 ■主任児童委員第2地区全域

をご存知ですか？
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寺西　清子 駒場北1丁目25-121 44-3832 眺洋、駒北、駒場あゆみ、駒場朝日町内会
竹ヶ原　久信 駒場北4丁目7-18 44-2671 駒場のぞみ、ニクル、しおさい、かもめ町内会
小野寺　洋子 駒場北2丁目5-11 44-3901 駒場日の出、駒場町内会、開発官舎10棟、マンション2棟

選　定　中 駒場あけぼの町内会
木村　　忠 駒場南3丁目2-9 44-2970 駒場中央、駒場緑ヶ丘町内会
布瀬　一夫 駒場南5丁目13-2 44-2428 旭ヶ丘栄、パークタウン、駒場白樺、駒場あかしや町内会
本間　武彦 駒場北6丁目1-34 45-3266 駒場秋桜、駒場南、駒場東町内会
蔦林　隆志 駒場南7丁目14-10 43-0024 ひばりヶ丘、駒場あすか町内会
髙岡　惠美子 駒場南8丁目9-2 45-0317 すぎな第1、駒場わかば町内会
田渕　和子 駒場南8丁目15-10 44-5777 第2すぎな、駒場南8丁目、駒場南8丁目11-1 ～ 11-3町内会
山根　伸也 つくしヶ丘2丁目6-4 44-2702 つくしヶ丘3丁目4-1 ～ 4-3自治会、つくし3丁目町内会
澤田　光正 つくしヶ丘2丁目5-19 43-4652 つくしヶ丘2丁目町内会
酒井　利彰 つくしヶ丘3丁目6-2-15 43-5231 つくし3丁目6-2自治会、つくしヶ丘3丁目、４丁目市営住宅
太田　市子 つくしヶ丘1丁目9-1 44-4157 つくしヶ丘1丁目、つくしヶ丘6丁目第1町内会

太田　智己 つくしヶ丘6丁目9-2-28 43-4510
つくしヶ丘6丁目青空町内会、つくしヶ丘6丁目むつみ町内会、 
つくしヶ丘6丁目東町内会、つくしヶ丘6丁目9番2号

佐々木　雅行 つくしヶ丘4丁目12-20 44-1217
つくしヶ丘ひまわり、つくしヶ丘4丁目中央、つくしヶ丘4丁目5・
5、緑友会町内会、つくしヶ丘4丁目13番地区

武藤　智子 つくしヶ丘5丁目1－１３ 45-3447 つくしヶ丘5丁目第1 ～第4町内会
澁谷　則子 潮見2丁目3-13 44-1552 美しヶ丘潮見町内会、潮見ヶ丘(道々より山側)町内会
大川原　藤子 潮見2丁目6-14 43-3064 潮見ヶ丘(道々より山側)町内会、潮見2丁目町内会
藏　信治 潮見4丁目114-3　C1-1 61-2385 潮見4丁目、潮見6丁目西町内会、6丁目西アパート12棟
阿部　東司 潮見4丁目116-18 43-0611 潮見ヶ丘(道々より海側)町内会、アパート27棟
小原　克司 潮見5丁目125-22 44-5567 旭ヶ丘、潮見5丁目自由ヶ丘、ビュータウン、潮見南町内会
岩本　由美子 潮見5丁目122-14 44-7850 潮見東光、くりのき第２、くりのき第３、潮見5丁目町内会
西岡　百合子 潮見7丁目6-11 43-5514 潮見中央、潮見6丁目町内会
橘　博基 潮見8丁目3-7 44-1545 潮見8丁目、潮見9丁目東、潮見9丁目西町内会
山口　幸恵 潮見10丁目8-6 45-0669 潮見10丁目町内会

選　定　中 うしお町内会、潮見11丁目町内会
選　定　中 くりの木第1、潮見第一、さくらんぼ町内会

福井　史雄 潮見8丁目13-3 43-7083 生協団地、潮見サニータウン、潮見第3サニータウン、ひまわり町内会
大澤　博幸 潮見61-19 43-5719 潮見台町内会、2未組織地区、潮見区会、八坂区会、アパート5棟
三村　久美子 潮見9丁目2-4 43-0137 ■主任児童委員第3地区全域
片谷　智和 駒場南1丁目3-1 44-0024 ■主任児童委員第3地区全域
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鈴木　英夫 二見ケ岡75-6 47-2775 二見ヶ岡
髙岡　美紀子 卯原内5-70 47-2908 卯原内市街
大浦　尚 卯原内275-1 47-2708 卯原内第４・５自治会
原田　博行 平和68-2 47-2102 平和
竹信　京子 嘉多山306-2 47-2359 嘉多山
井尾　祐司 嘉多山603 47-2570 嘉多山、越歳
飯田　浩明 能取315-4 47-2772 能取
井上　すみえ 嘉多山298 47-2412 ■主任児童委員第4地区全域
津田　多美 卯原内94 47-2051 ■主任児童委員第4地区全域
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竹中　良邦 鱒浦3丁目1-4 43-7211 潮見東陽、ファミリー、羽衣各町内会
菊地　　實 鱒浦1丁目8-21 44-8381 緑ヶ岡、オホーツク各町内会
二宮　美也子 鱒浦75-66 43-5556 鱒浦1・２地区を除く鱒浦地区
五十嵐　信一 藻琴211-82 46-2786 藻琴駅を境に北浜側
小柳　哲矢 藻琴135 46-2335 藻琴駅を境に網走側
遠藤　博惠 稲富37 46-2674 山里
近藤　重行 稲富125-1 46-2874 稲富
井上　和行 豊郷223-1 46-2258 豊郷
金澤　尚秀 中園238-2 46-2359 中園、昭和、東網走
八森　正典 北浜7 46-2250 ■主任児童委員第５地区全域
長岡　幸枝 藻琴125 46-2247 ■主任児童委員第５地区全域
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中村　芳子 北浜194-6 46-2636 北浜
佐藤　栄士 北浜265 46-2474 娜寄
増田　俊司 丸万238 46-3458 丸万、実豊
石井　清孝 音根内153-17 46-3219 音根内
観野　公則 浦士別57 46-3252 浦士別
後田　敏美 栄92 46-3120 栄、清浦
鈴木　克子 音根内74 46-3030 ■主任児童委員第6地区全域
日根　明日香 浦士別334-4 46-3101 ■主任児童委員第6地区全域


