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　民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手として、地域住民を支援するボラ
ンティアです。ご高齢のかたや障害のあるかた、子育て中のかたなど、住民一人ひ
とりの立場に立って悩みを解決するお手伝いを行い、必要に応じて行政や各機関
につなぐパイプ役を担っています。一人で悩まず、気軽に相談してみませんか？

みんせいいいん じどういいん民 児生委員 童委員は
地域の身近な相談相手です

　地域住民を支援するため、厚生
労働大臣から委嘱を受けており、
守秘義務を負っています。
　箕面市では現在166人が委嘱
され、各小学校区ごとに平均14人
が活動しています。地域住民の心
配ごとなどの相談を受けたり、地
域の見守り活動や行事のお手伝い
などを行っています。

民生委員・
児童委員とは

ご高齢で一人暮らしに不安がある 経済的に困っている
介護などの悩みがある ご近所のご高齢のかたを最近見かけない
子育て中で不安や悩みがある ご近所の子どもがひどく泣いている
障害があり生活に不安を感じている 不安や悩みをどこに相談したらいいのか分からない　など

地域の子育て世帯を訪問し、
相談に応じています

　地域の高齢者のかたや、そのご家族にお会い
し、お話を伺っています。趣味の話など、お会い
する度に話題が増え、悩み事もお話くださるよ
うになりました。「話していると気持ちが和らぐ」
という言葉をいただいたときは、お互いの距離
が縮まったようで、とてもうれしかったですね。

地域の高齢者のかたに、
お話を伺っています

　地域の子育て世帯のかたと顔見知りになれ
るよう、市の「赤ちゃん訪問」に同行して、育児
相談などをサポートしています。「身近に相談相
手がいると安心します」という言葉に、大きな
やりがいを感じています。

民生委員・児童委員にお気軽にご相談ください！

一人ひとりに寄り添い、
信頼関係を築きたい
　私たちは、高齢者世帯への訪問活
動、子どもたちの見守り活動、地域のふ
れあいサロンやお祭りの運営補助など
を通して、住民一人ひとりに寄り添い、
どんなことも気軽にご相談いただける
よう、信頼関係を築いています。また、
地域の連帯感を深め、ご近所の絆をつ
くる活動もしています。
　あなたがお住まいの地域に、民生委
員・児童委員は必ず１人います。相談内
容の秘密は守りますので、一人で悩ま
ずにご相談ください。

箕面市
民生委員児童委員協議会
会長 山口 愼太郎さん

インタビュー

民生委員・児童委員は例えば　　　　活動をしていますこんな

こんなときはぜひ!

各地域の民生委員・児童委員をご紹介します （敬称略）

σ727・9513担当の民生委員・児童委員をご紹介します
まずは健康福祉政策室へお電話ください

身近な相談相手、民生委員・児童委員に相談したいときは

担当区域 氏名
箕面1・8丁目、
温泉町、箕面公園 岸本　信子

箕面6丁目 田中　満子
箕面7・8丁目 江渕　由美子

箕面8丁目 藤本　美也子
茂福　規子

西小路1丁目、
新稲3丁目 河村　敏男

桜1丁目 本田　喜久子
桜2丁目 村國　嘉史
桜2・3丁目 大槻　汎子

新稲1丁目 中村　照子
大森　洋子

新稲2・5・6丁目 稲治　千鶴子
新稲3・4丁目 叶井　洋子
桜ヶ丘1丁目 渡辺　智子
新稲5丁目 稲治　和子
新稲6丁目 石飛　律子
新稲6丁目、
桜ヶ丘1丁目 佐野　すみ子

新稲7丁目 中村　浩子
主任児童委員 平安　幸子

西小地区
担当区域 氏名

桜井1丁目、
桜5丁目 小路　一

桜井1・2丁目 井上　圭子
桜井1・2丁目、
桜6丁目 中田　裕子

桜井1・2丁目、
半町2丁目 安威　順子

桜井2丁目 喜多　登喜代
桜井2丁目、
半町3丁目 南部　保美

桜井3丁目 吉田　功
久世　定

桜3・4・6丁目、
桜ヶ丘2丁目 松本　邦男

半町1丁目、
桜ヶ丘3丁目 前田　加南子

半町1丁目、
桜ヶ丘4丁目 前田　百合子

桜ヶ丘2丁目 栗崎　啓子
桜ヶ丘3丁目 松﨑　一代
桜ヶ丘4丁目 門田　明美

桜ヶ丘4・5丁目 吉光　春美
覺前　和代

主任児童委員 山田　郁江

南小地区
担当区域 氏名

粟生間谷東1丁目、
粟生間谷西1・3丁目、
粟生外院1・2丁目

北川　照子

粟生間谷西1丁目 西岡　まさ子
粟生間谷西1丁目、
粟生新家2～5丁目 糸賀　克己

粟生間谷西1・3丁目、
粟生新家3・4丁目 鈴木　啓子

粟生間谷西2丁目、
粟生外院3丁目 秋山　裕貴子

粟生間谷西2丁目、
粟生新家5丁目 樋口　桂子

粟生間谷西2・3丁目 志賀　百子
粟生外院1丁目 石原　正和
粟生外院2～6丁目 向井　亜己
粟生外院4丁目、
粟生新家2丁目 吉田　喜美江

主任児童委員 北野　たか子

東小地区
担当区域 氏名

粟生新家1丁目、
小野原西3丁目 増田　節子

小野原東1・2丁目 谷上　やす子
小野原東2・3丁目 細川　宏
小野原東3丁目、
小野原西4・6丁目 荒木　進

小野原東4丁目 吉文字　千代子

小野原東5丁目 森橋　静子
冨谷　謙一

小野原東5丁目、
小野原西6丁目 筧　　文夫

小野原東5・6丁目 平山　正枝
小野原東6丁目 木下　宏幸
小野原西1・2丁目 加藤　博一
小野原西2・3・5丁目 松出　ひろ子
小野原西3・4丁目 南里　弘
主任児童委員 西口　豊子

豊川南小地区

担当区域 氏名
西宿1・2丁目 小路　いづみ
西宿2丁目 木村　光弘
西宿2丁目、
今宮1～3丁目、
石丸1丁目

植村　ノリ子

西宿3丁目 沖島　朋子
今宮3丁目 山中　和雄
今宮4丁目 山内　照和
外院、外院3丁目 大桑　浩代
外院1～3丁目 兵庫　智加子
石丸1・2丁目 井上　文夫
石丸3丁目 上原　貴世
白島、白島2・3丁目 南　　惠子
白島1・2丁目 西村　幾久子
船場東1～3丁目 岩橋　惠美子
主任児童委員 印藤　旬子

萱野東小地区

担当区域 氏名
半町1・2丁目 難波　明則
半町2丁目、
瀬川5丁目 樋野　雅子

半町2・3丁目 石田　宇佐美
半町3丁目 梅田　訓子
半町3丁目、
瀬川3丁目 荒木　啓雄

半町3丁目 石田　榮美子

半町4丁目 山口　愼太郎
武林　一郎

瀬川1丁目 荻野　かづ江

瀬川2丁目 島谷　都夫
藤本　邦浩

瀬川4丁目 野村　洋子

瀬川4・5丁目 日根　真理
福田　浩之

主任児童委員 西脇　悟

西南小地区

担当区域 氏名
箕面6丁目、
西小路2丁目 山下　照母

西小路1・2・4丁目 太田　克己

西小路4・5丁目 下野　百合子
正井　弘美

牧落1丁目 桑原　峯子
牧落1・2丁目 武田　妙子
牧落2丁目 片山　雅子

牧落5丁目
寳永　稔
山岸　律子
牧　　武信

百楽荘1・2丁目 日下　了三
百楽荘3・4丁目 岩田　精一
桜4丁目 岸上　芳夫
桜4・5丁目 佐茂　松美
上止々呂美、
森町北1・2丁目 森下　道子

下止々呂美、
森町南1～3丁目 馬場　敏

森町中1～3丁目 大西　貞夫
主任児童委員 西川　泰行
主任児童委員（止々呂美）阿戸　律

とどろみの森学園
地区を含む箕面小地区

担当区域 氏名
如意谷1丁目 川部　玉枝
如意谷1・3丁目 上山　純子
如意谷2丁目 上原　章

如意谷3丁目 大西　雅昭
植木　秀隆

如意谷3・5丁目 上野　美根子

如意谷4丁目 岡嵜　瞳
大濱　訓子

主任児童委員 鈴木　銘子

萱野北小地区

担当区域 氏名
箕面4丁目 上原　茂
箕面4丁目、稲1丁目 岩﨑　昭司
西小路3丁目 𡈽方　章裕
西小路3丁目、
牧落3丁目 糸田　直樹

牧落3・4丁目 田中　明美
稲1丁目 桑野　京子
稲2・3丁目 森岡　香保里
稲2・4・6丁目 久代　美津惠

稲5・6丁目 早坂　千津子
芝田　佳代子

船場西2・3丁目 土井　靜香
主任児童委員 一階　和子

中小地区

担当区域 氏名
箕面1・2丁目 志水　克行
箕面2丁目 今村　稔子
箕面3丁目 草野　正子
箕面3・5丁目 五十里　進

箕面4丁目 上善　映子
隠地前　幹子

箕面5丁目 黒崎　敏孝
髙橋　満智子

箕面6丁目 上田　実千代
主任児童委員 定森　ひとみ

北小地区

担当区域 氏名
大字粟生間谷、
粟生間谷西5～7丁目、
粟生外院6丁目

関口　好美

粟生間谷東1・5丁目、
粟生間谷西7丁目 岸田　貴子

粟生間谷東2～4丁目、
彩都粟生南1・2丁目 北ノ原　茂樹

粟生間谷東5丁目 石原　厚子
粟生間谷東6丁目 石本　博美
粟生間谷東7・8丁目 和田　律子
粟生間谷西3丁目 小林　久美子

粟生間谷西4丁目
宇野　龍也
藤澤　増子
片岡　みつ子

粟生間谷西6・7丁目 森　　和則
彩都粟生南3・4丁目 井手　あずさ
彩都粟生南4・5丁目 井上　治美
彩都粟生南6・7丁目、
彩都粟生北1～7丁目 西端　美幸

主任児童委員
（豊川北小・彩都の丘小）栗山　孝子

彩都の丘学園
地区を含む豊川北小地区

担当区域 氏名
萱野1丁目、
坊島2・3丁目 関本　香代子

萱野1・2丁目 中嶋　光子
萱野1・3・4丁目、
坊島1丁目 大谷　浩司

萱野2丁目、
坊島4丁目 岸本　育英

萱野5丁目、
船場西1丁目 安江　修

萱野1丁目、
坊島1丁目 菊池　喬子

坊島1丁目 虎谷　佳代
坊島3・5丁目 庄田　芳樹
船場西2・3丁目 長尾　正德
船場西3丁目 岡村　孝子
主任児童委員 岸本　明子

萱野小地区

あなたの地域の民生委員・児童委員を左ページで紹介しています

まずは市役所（健康福祉政策室） σ727・9513 へお電話ください!

箕面○丁目×番△号に
住んでいるのですが、
地域の民生委員さんを

教えてください。

まずは市役所（σ727・9513）へお電話く
ださい。ご住所をお伺いした上で、お住ま

いの地域の民生委員・児童委員をご紹介します。

1 紹介された民生委員・児童委員へお電話
ください。電話または直接お会いして、ご

相談をお受けします。相談内容の秘密は守られま
すので、安心してご相談ください。

2

もしもし、
高齢の母親のことで

相談があるのですが…

相
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守秘義務が
ありますので、

相談内容の秘密は
お守りします。

お住まいの
地域の民生委員さんは

笹ゆり子さんです。
電話番号をお伝えします
のでお電話ください。

相談内容に応じて、行政サービスを
ご紹介したり、各専門機関へおつ
なぎします。また、日々の見守りや
安否確認、子育てサロンなどへの
参加のお声かけなど、さまざまな
支援を行います。

…なるほど、もう少し詳しく
お聞きしたいのですが、

お宅へ伺ってもよろしいですか？

親御さんのことで
お悩みなのですね。

どのようなことですか？
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