
民生委員・児童委員・主任児童委員の皆さんを紹介します 　　　　福祉課
社会福祉担当　内線263
問合せ

　民生委員・児童委員・主任児童委員は、厚生労働大臣・埼玉県知事から委嘱された非常勤の地方公務員です。地
域においてさまざまな福祉活動を行う無償ボランティアであり、地域の身近な相談役として、また、福祉需要に応
じたサービスが得られるように『行政につなぐパイプ役』として活動しています。

◇民生委員・児童委員
　それぞれの担当地域が決められており、任期は3年
で再任も可能です。今回は、令和元年12月1日に全
国の民生委員・児童委員が一斉に改選されました。

◇地域住民からの相談への対応
　高齢者や障がい者、⼦育て世帯など、地域住民からの生
活上のさまざまな相談に応じ、その内容に応じて行政によ
る支援につないだり、適切な福祉サービスの紹介などを行
なったりし、課題解決に協力しています。

◇子どもたちの安全を守るための活動
　⼦どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよ
う、登下校時の⼦どもたちの見守りや声かけ、また通学路
周辺のパトロール活動などにも協力しています。

◇高齢者、障がい者世帯等の訪問、見守り
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者世帯等
を定期的に訪問し、相談に応じ、体調の悪化や犯罪被害防
止等のための見守りを行います。

◇行政からの要請に基づく調査協力等
◇学校活動への協力
◇災害時要援護者の支援態勢づくり
◇委員相互の交流や情報交換、研修等

◇主任児童委員
　担当区域を持つ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関
することを専門的に担当しています。主任児童委員は、民生委
員・児童委員の中から厚生労働大臣の指名を受けています。

■民生委員・児童委員・主任児童委員とは？

■主な活動事例

■民生委員・児童委員・主任児童委員（敬称略）　任期　令和元年12⽉1日〜令和4年11⽉30日

安心・安全なまちづくり

氏名 担当区域
藤田康⼦ 大字下野
大久保佐知⼦ 高野台西1､ 2丁目
水野燒文 高野台西1､ 2丁目
山崎由美 高野台西3丁目

（調整中） 高野台西4丁目
南雲貴美⼦ 高野台西5丁目
室伏加代⼦ 高野台西6丁目

（ベリアス団地）
馬島由美⼦ 高野台西6丁目
五嶌幸夫 高野台東1､ 2丁目

（調整中）
高野台南2丁目8 ～ 13番、
高野台南4丁目、
高野台南5丁目2 ～ 10番

野口光司
高野台南1丁目､
高野台南2丁目1 ～ 7番、
高野台南3丁目
(マンション除く）

（調整中） 高野台南3丁目
（サンライト･グリーンステージ）

（調整中）
高野台南3丁目

（シーアイマンション・
杉戸住宅）

廣瀬鉄夫 大字下高野（上株）
松永行雄 大字下高野（宮の下、中志）
植田眞由美 高野団地
岡田克己 大字下高野（下株、佐内新田）
中村一美 大栄団地
小林タミ⼦ むさし堤団地
大島得男 大字下高野（小谷堀）、

茨島、大島
小暮正幸 上杉戸
田中みちゑ 上杉戸（県営とねり団地）

（調整中） 上杉戸（太平ガーデンヒルズ）
高橋惠⼦ 横町（杉戸1､ 2､ 7丁目、

5丁目1番～ 4番、6丁目5番）
高岡沙智⼦ 横町（杉戸1､ 2､ 7丁目、

5丁目1番～ 4番、6丁目5番）
原美惠⼦ 杉戸5丁目（1番～ 4番を除く）

氏名 担当区域
（調整中） 杉戸6丁目（5番を除く）
（調整中） 十八丁、内田4丁目

（4番、5番、6番、12番）
齋藤博雄 内田4丁目

（4番、5番、6番、12番を除く）
石田長治 与左ヱ門、内田3丁目
猪狩貴美⼦ フレッシュタウン（2000番台）
立花範⼦ フレッシュタウン（3000番台）
稲垣良行 河原（杉戸1､ 4丁目）
熊倉民江 愛宕町

（杉戸1､ 2､ 3､ 4丁目の一部）
（調整中） 愛宕町（内田1、2丁目の一部）
田中美智⼦ 寿町（杉戸3、4丁目の一部）
藤田静枝 本町（杉戸2、3丁目）
梨本和⼦ 本町（内田2、3丁目の一部）
矢吹弥生 内田団地

（調整中） 新町（杉戸2、3丁目）、
清地1丁目9番の一部

松村美知⼦
上・中清地

（清地1丁目9番の一部除く）、
内田2丁目14・15番

（調整中） 倉松1丁目
渡辺正⼦ 下清地（清地1､2丁目の一部）
染野良⼦ 清地4丁目、

5丁目1､ 2､ 20 ～ 23番
中村篤⼦ 清地5丁目3 ～ 6､ 13 ～ 19番
小川禎美 清地5丁目7 ～ 12番、

清地6丁目1 ～ 4番
川島喜代⼦ 清地2丁目6 ～ 16番、

清地6丁目13 ～ 16番
髙間木芳雄 清地6丁目5 ～ 12番
大橋登喜夫 清地3丁目1 ～ 3､ 7､ 8､

20 ～ 24番
鈴木千代⼦ 清地3丁目4 ～ 6､9 ～ 12番、

清地6丁目17 ～ 27番
輪島実知⼦ 清地3丁目13 ～ 19番
大里栄⼦ 大字清地（豊後）
伊勢和江 倉松2丁目

氏名 担当区域
浅野初江 倉松3丁目

櫻井明美
倉松4丁目､
倉松3丁目の一部､
大字倉松の一部

林かほる 倉松5丁目、大字倉松の一部
柳井秀明 大字本島
倉持秋男 大字遠野、大字広戸沼

（調整中） 大字佐左ヱ門
武井清美 大字並塚
染谷賢一 大字才羽
秋山廣⼦ 大字北蓮沼、大字大塚
高橋清⼦ 大字堤根

（宮内、源内、藤搦、倉持）
嶋﨑光男 大字堤根（諏訪､桑崎､三俣）、

本郷（榎戸、隼人）
福田紀代美 大字堤根（上、中、下本村）
木村沙織 大字堤根

（上新田、上・下蔵久）
折原奈緖美 大字本郷（榎戸、隼人を除く）髙﨑勝美
田中和男 大字目沼、大字木津内

（調整中） 大字宮前
森田登實⼦ 大字宮前

（緑ケ丘第4､ 5､ 6､ 8､ 9班）
笠松宗⼦ 大字鷲巣
赤井順⼦ 大字鷲巣（矢畑、堀口）
小島俊⼦ 大字木野川
佐々木澄⼦ 木野川団地
関口公⼦ 大字屏風、大字深輪

（調整中） 大字椿

◆主任児童委員
大越佳代⼦ 杉戸中学校区
濵田明美 広島中学校区
鈴木恵⼦ 杉戸東中学校区

　交通災害共済とは、皆さんが会費を出し合って、交通事故で負傷した会員
の方に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
　現在加⼊している方は、令和2年3月31日㈫で期間満了となります。引き続
き加⼊を希望される方は、申込み手続きをお願いします。
※事故の相手方の損害を補償するもの（自転車保険など）ではありません。

加入資格　・杉戸町にお住まいで、住民登録されている方。
　　　　　・加⼊資格者に扶養されており、修学のため町外に転出している方。
共済期間　令和2年4月1日㈬～令和3年3月31日㈬の1年間
　　　　　（4月1日以降の中途加⼊の場合は、加⼊申込みをした日の翌日から令和3年3月31日まで）
　　　　　※加⼊者が他市町村に転出した場合でも共済期間内は有効です。
会費　　　1人／ 500円　※1人1口に限ります。なお、中途加⼊の場合も同額です。
申込方法　① ゆうちょ銀行・郵便局での申込み（令和2年12⽉末まで）
　　　　　　 配布される申込用紙に必要事項を記⼊の上、会費を添えて最寄りの郵便局でお申込みください。杉戸

町の他に、関東各都県のゆうちょ銀行・郵便局でも申込みができます。
　　　　　②役場窓口での申込み
　　　　　　配布される申込用紙に必要事項を記⼊の上、会費を添えて役場くらし安全課窓口でお申込みください。

　杉戸地区交通安全協会及び杉戸警察署では、優良運転者の表彰を行います。

表彰区分　5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年・45年・50年（10区分）
受付期間　3月2日㈪～ 31日㈫（土・日・祝日を除く）
対象　　　・杉戸地区交通安全協会⼊会者　
　　　　　・過去5年以上無事故無違反で、前の表彰区分から3月31日で5年以上経過した方
費用　　　670円（無事故無違反証明書費用）
申込方法　 免許証、会員証、印鑑持参の上、協会事務局（杉戸警察署内）または、交通安全協会役員にお申込みく

ださい。

　家族の「絆」で振り込め詐欺の被害を防止しましょう。

■主な振り込め詐欺の手口を知りましょう。
　◎オレオレ詐欺……… 息⼦や孫などの親族を騙り現金を要求したり警察官等にな

りすまし、現金やキャッシュカードを騙し取るものです。
　◎還付金詐欺………… 役場や税務署などの職員になりすまし「医療費の還付金が

ある」と電話をかけ、手続きのため近くのATMに誘導し、
操作させて送金させるものです。

　◎架空請求詐欺……… 有料サイトの未納料金があるなどと架空の文章やメールを
送り付けて現金や電⼦マネーのIDを要求するものです。

■電話に出ない対策等で振り込め詐欺を撃退しましょう。
　◎在宅中でも留守番電話に設定しておきましょう。
　◎電話番号通知サービスの活用で、知らない番号や非通知には出ないようにしましょう。
　◎自動通話録音装置の防犯機能付きの電話を活用しましょう。
　◎ 振り込め詐欺は、誰かに相談することで被害を防ぐことができます。ご家族が気軽に相談できる人（家族・親族・

知人等）を決めておきましょう。

優良運転者の表彰申込みを受付けます

高齢者を狙う振り込め詐欺にご注意ください！

くらし安全課　
交通・防犯担当　内線284

申込・問合せ

杉戸地区交通安全協会（杉戸警察署内）
☎（34）6801

問合せ

杉戸警察署　
☎（33）0110

問合せ

令和2年度
市町村交通災害共済の会員を募集します
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