
民生委員・児童委員は、地域を見守り、地域住民の 

身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。 

笠縫学区民児協会長 

山元 明 
下笠町北出、寺内  
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野村地域 

  皆さまお元気で楽しくお過

ごしでしょうか。 

  地域のみなさまに支えられ、

今期も地域で活動させていた

だくことになりました。微力では

ございますが、お役に立てたら

と思っています。 

  お気軽にご相談ください。 

よろしくお願いいたします。 

松村 幸子 

丸の内町 
野村西町の一部 

大橋 邦夫 
野村南町東部 

 

  地域の皆さま、いつもお世

話になりありがとうございま

す。微力ではありますが、引続

き民生委員をやらせていただ

きます。  

  皆さまのお悩みやお困りご

とに関連機関とのパイプ役に

なって、お役に立ちたいと思っ

ています。お気軽にご相談をお

願い致します。 

 

塚本 良信 
野村中央町 

この度、民生委員・児童委

員を受けることになりました。 

何分このような大役は初め

てです。町内の方に顔見知りに

なって頂くことを活動の出発点

とし、町内会長の経験を活かし

、親しまれる委員になり良き相

談役になりたいと思います。 

気軽にお声がけをお願いい

たします。 

民生委員・児童委員の中から厚生労働大

臣に指名され、学区全体を担当し、児童

福祉関係機関との連絡調整や民生委員・

児童委員が行う活動の援助・協力など、

一体となった活動を展開することにより

児童福祉の推進しています。 

主任児童委員 

学区全域  

  今期より民生委員児童委

員を拝命いたしました。 

民生委員制度については昔

から知っていましたが、研修を

受けるたびに、よく練り上げら

れている制度だなと思いを新

たにしております。 

  皆さんのよき相談相手にな

れればと考えております。 

兼田 英二 

野村西町の一部 
（シャルマンコーポ） 

 

三反田 美希 

 

  自分が生まれ育ったこのま

ち笠縫のために、未熟ですが

少しでも皆さまのお役に立て

るよう精一杯頑張ります。 

  子どもたちの笑顔が溢れる

まちを目指し、関係する機関

や団体と連携をとり、地域の

方々と共に見守っていけたらと

思っています。 

村上 正彦 

野村南町西部 

 

  民生委員として二期目。 少

しでも身近な相談相手として、

皆さまの疑問やお困りごとが

少しでもクリアーになるよう、草

津市役所の担当窓口や関係

機関と連携するパイプ役とし

て、お役に立てる輪を広げたい

と思っております。 

  よろしくお願いいたします。 令和元年１２月１日の改選にあたり、笠縫学区の民生
委員児童委員協議会の会長に就任する事になりまし
た。 

 私は地元の皆さんのご理解とご協力を賜り一期３年
を終えたところです。まだまだ未熟者ですが、新体制の
中で委員一人一人の力を結集し、つたない経験ではあ
りますが全力で取り組んで参りたいと考えております。 

 向こう３年間、地元はもとより、関係各位の活動に対
するご理解とご協力をお願い致し、そして、民生委員児
童委員としてあるべき姿の深掘りに力添えを賜れば幸
いです。 



上笠地域 

  民生委員として二期目を

迎えることになりました。 

  今後も仕事をしながらで

すが、地域の皆さまのお役に

たつことは何かを考え、出来

る範囲で職務を遂行してい

きます。 

  よろしくお願いします。 
堀田 昌司 
下笠町南出、浜 

 

三期目を委嘱されました。 

 これまでの２期６年間を振り返

り、「出来ること」、「出来ないこ

と」、「出来るのに出来なかった

こと」、「出来なくて悩んだこと」

など考え、同地区民生委員の仲

間と意見交換して活動したいと

思います。 

  ご支援とご協力をお願い致し

ます。 

山本 巡 

上笠第三町内の一部 
 

岩瀬 富士雄 

上笠第四町内の一部  

 

  二期目として民生委員児童委

員を拝命いたしました。どうかよ

ろしくお願いいたします。私もこ

の町内に住まわせていただき４７

年が過ぎ去ろうとしています。当

時から比べますと子どもの遊ぶ

声も少なくなり、高齢化も進んで

います。 

  いつまでもこの地で明るく楽し

く生活できる環境作りに皆様方

と共々励んでまいります。 

 

 山本  司 
上笠第一町内、野村五丁目の一部 

 

  新たに民生委員児童委員

に委嘱されました。 

研修を受け責任の重さを痛感

しています。笠縫学区は高齢

化が高い地域であり、一人暮

らしの方々も多くいらっしゃい

ます。 

  微力ですが皆様のお役に

立つように、関係機関とのパイ

プ役になればと思っています。

お気軽にお声を掛けて下さい。 

山本 敏子 

上笠第三町内の一部  

 

 皆さんの夢は何でしょうか？ 

私は、仕事を続けながら主婦

業や子育てを楽しむ人生を

38年間送ってきました。これか

らは、いろいろな所に出かけ、

たくさんの人と触れ合って、一

緒に楽しい人生を送りたいと

いう夢を持っています。 

  一人では出来ないことも皆

さんと一緒に成功出来ればと

願っています。 

前田 勝功 
上笠第四町内の一部 

 

  私が住んでいる上笠四丁

目は毎年高齢者が増えてお

ります。少しでもその方達の

お手伝いが出来れば思って

お引き受けしました。 

  どの程度お役に立てるの

か、この3年間先輩方や皆様

に教えてもらいながら、微力

ながらお役に立てばと思って

おります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  二期目として民生委員児童

委員を拝命しました。 

  一期目の時よりも年々高齢化

と一人暮らしの家庭が多くなっ

ています。 地域の人々が笑顔

で安心して暮らせるよう少しで

もお役に立てればと思っていま

す。 

  心配ごと気付いたことがあれ

ば何でもご相談をお願いしま

す。 

井上 健二 

上笠町第五町内  

 

山本 三郎 
上笠第六町内  

 

  民生委員として、町内の

方々の一人でも多くとお会い

出来る様、犬の散歩を兼ねな

がら歩いています。 

  いつも笑顔で、お困りの状

況を理解するようお話しを伺

い、一人でも多くの町内の皆

様に信頼される様に頑張りた

いと思います。 

  今回はじめて民生委員にな
りました。まだ何もわからず、
福祉や地域のことを一から勉
強していこうと思います。その
意味でまだまだ頼りないです
が、ご相談を受けた時には、真
剣に一緒に悩み、最善の方法
を考えていこうと思います。 
  何よりも親しみやすく、相談
しやすい民生委員を目指しま
すのでよろしくお願いします。 

横江 泰典 

下笠町小屋場、松陽台 

 

  皆様のお力添えを頂き、一期

目を終え、二期目を務めさせて

頂きます。 

  気軽に声をかけあい、助け合

える地域作りにお役にたてるよ

う務めさせて頂きたいと思って

います。 

  高齢化に伴う困り事や子育て

等、関係機関へのパイプ役とし

ても、気軽にお声かけください。  

小寺 厚子 

下笠町下出  
 

森 信夫 
上笠第二町内 

 

  笠縫学区は少子高齢化が進

み、福祉への期待も多様なもの

となっています。少しでも多くの

方々の笑顔に接し、安心して暮

らせる、お互いの顔が見える、そ

んな地域づくり役立つようお手

伝いをさせて頂きたいと考えて

おります。 

  ご協力いただきますようお願

い申し上げます。 

下笠地域 

ＯＨプラザ 

谷口 卓児 

ＯＨプラザ草津  
 

  今期より民生委員をお受け

し、不安もあり重責を痛感して

おります。 

  諸先輩のご指導を仰ぎな

がら地域の皆さんに安心して

過ごして頂けます様お役に立

ちたいと思います。  

「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された、非常勤特別職の地

方公務員で、社会福祉の増進のために地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・

援助活動を行っています。 

すべての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼

ねており、子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っ

ています。民生委員・児童委員には守秘義務が課せられま

すので、安心してご相談ください。任期は、3年間（令和元

年12月1日から令和4年11月30日）です。 

民生委員児童委員とは？ 

 

中島 一 
下笠町馬場、井之元、市場 

  私達が暮らす草津市も急速に

少子高齢化が進んでいます。この

様な社会現象下での生活環境も

激変し、日常の生活にも多くの問

題 が 取 り 沙 汰 さ れ て い ま す。 

  地域の皆さんが安全で安心し

た日々が送れることが何よりも大

切なことと思っております。係る諸

問題に地域の皆さんと共に微力

ではありますが取り組んで参りま

す。 

吉田 興治 
下笠町松原、上笠五丁目 

 

 前任者から途中引継ぎを 

受 け る こ と に な り ま し た。 

 民生委員児童委員は初め

てですが、町内会長の経験

を活かし、福祉のことについ

て勉強し、皆様のお役に立

てる様にと考えておりますの

でよろしくお願い致します。 


