
広 告 お陰様で　　51年１カ月　　大小ご宴会　松 竹　☎０４２－９８９－０５９７

　令和４年12月１日付けで厚生労働大臣から委嘱を受けた89人の民生委員・児童委員および主任児童委員を紹
介します。民生委員・児童委員および主任児童委員は民生委員法・児童福祉法によって地域福祉の推進役として、
また関係機関とのパイプ役として活動します。

問い合わせ　生活福祉課地域福祉担当（１階⑩番窓口）

民生委員・児童委員および主任児童委員を紹介しますお知らせ

担当地区名 氏名
横手区 岡野博
久保区・台区（西武線内） 西川好夫
台区 横手幸江
武蔵台一丁目
１～７・23～41 欠員

武蔵台一丁目
８～22・42～47 上田昭二

武蔵台二丁目１～13 藤田隆
武蔵台二丁目14～28 新井信子
武蔵台三丁目６ ～18 水越映子
武蔵台三丁目
１～５・19～29 畑谷和子

武蔵台四丁目、
七丁目13・16 青山易子

武蔵台五丁目
１～４・14～21 渡部優子

武蔵台五丁目22～29 深瀨周一
武蔵台五丁目５～13・
六丁目 三田ふみ江

武蔵台七丁目
１～12・14・15・17～19 浅見晃子

横手一丁目２～16 欠員
横手一丁目17～30 内田愛恵
横手一丁目31～35・
二丁目29～35 下田杉郎

横手二丁目16～28 鈴木敏男
横手二丁目１～15 北野政憲
高麗本郷区・日向区 新井勝久
元宿区・清流区 岡庭秀雄
上高岡区・下高岡区・
新堀区（大宮） 吉田明正

新堀区（野口・ 新井・ 稲荷道）石井幸子
梅原区 仲野孝子
栗坪区 和田幽香利
栗原区・楡木区 清水昭美
新堀区（新堀・原南・原北・
藤川） 橋本成次

四本木区 粟田聡
野々宮区 細田敏正
猿田区 山下恵子
上鹿山区

（県道飯能寄居線西側） 神田誠治

上鹿山区
（県道飯能寄居線東側） 宮崎健一

高麗川区（４組県道飯能寄
居線西側・５・６・７・８組）小林一夫

高麗川区（１・２・３組・
４組県道飯能寄居線東側） 梅澤輝男

担当地区名 氏名
宮ヶ谷戸区１～４班 欠員
宮ヶ谷戸区５・６班 横手康雄
平沢上組区・馬金区 西島晃
平沢中組区・山根区・
川端区 桑原克夫

田波目区 飯田澄子
久保区・芝ヶ谷戸区 櫻井孝子
新宿区・旭ヶ丘区 西澤幸美
原宿区１・７・10班 大森惠美子
原宿区２・８班 伊藤輝雄
原宿区３・６班 欠員
原宿区４・５班 福山和子
原宿区９・11班 藤本實
鹿山上区（南） 野口和雄
鹿山上区（東） 瀧澤恵利子
鹿山上区（西）・
ガーデンパーク区・
太平洋ｾﾒﾝﾄ社宅区

小泉光枝

鹿山下区・市営住宅区 欠員
下鹿山区・県営鹿山団地区 新井淳子
中鹿山区（前山を含む） ・
東急こまがわ１区 大越千絵子

東急こまがわ２区 行成美知代
東急こまがわ３区 長尾覚博
東急こまがわ４区・ 鹿山
ハイツ区 前嶋謙一郎

こま川団地１街区１～６ 欠員
こま川団地１街区7～15 須藤しのぶ
こま川団地１街区16～23 欠員
こま川団地１街区24～32 欠員
こま川団地１街区33～41 欠員
こま川団地２街区１～８ 上野良子
こま川団地２街区９～14 欠員
こま川団地２街区15～22 欠員
こま川団地３街区１～７ 欠員
こま川団地３街区
８～14・高根台 欠員

高萩１区（高萩駅前通線東側）小鹿野仙治
高萩１区（高萩駅前通線西側）・
別所区 安藤俊吾

高萩２区 水澤清
谷津区 髙木安寛
天神区 阿部和枝
宮前区・下高萩区 伊藤博
高萩３区

（高萩442ー20～570ー62、
女影423ー5～16）

欠員

担当地区名 氏名
高萩３区

（高萩571ー１～636） 友田春江

大谷沢区・田木区 北野信一
馬引沢区・中沢区 金子裕己
下大谷沢区 大河原万次
高富区 門間稔
女影上組区・向郷区 市川英一
女影本村区 小久保和夫
女影北口区 上村悟
高萩団地区１～５班 渡邊正弘
高萩団地区６～９班 長嶋宏
高萩団地区10～13･16班 欠員
高萩団地区14･15･17･18班 越野一夫
むさし野団地区 秦野和子
旭ケ丘１区 金子まさ子
旭ケ丘２区（２地区） 結城昭司
旭ケ丘２区（３地区） 鈴木美佐子
旭ケ丘２区（４地区） 平岡進
高萩北区･女影北口区

（北通学区） 欠員

駒寺区・森高区・駒寺野
団地・ハートフルタウン 野京子

新宿区（北） 石井泉
新宿区（南） 大久保祐二
相原区 欠員
日高台区 杉山博行
栄新田区（北） 倉本信代
栄新田区（南） 中島誠生
日高団地区１地区 大野節子
日高団地区２地区 田幡弘子
日高団地区３地区 佐々木清子
日高団地区４地区 深谷奈美江
日高団地区５地区 欠員
日高団地区６地区 欠員
　　横手台・武蔵台地区 神田美佳
　　高麗地区 井上三枝
　　高麗川地区 奥平深 
　　高根地区 岡﨑三千代
　　高萩地区 欠員
　　高萩北地区 小泉敬子
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琉球拳法唐手術「空」
生徒募集中

　可燃ごみの処理費用は「重さ」で決まります。市民の皆さんが１日
10ｇの可燃ごみの減量をすると、一人当たり年間約3.6㎏の減量ができ、
処理費用を全体で約840万円削減することができます。新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に注意しながら、可燃ごみ減量のため、下記のポイ
ントを実践してみましょう。

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

可燃ごみの減量にご協力をお願いしますお知らせ

①分別の徹底
　ごみの分別を徹底し、それぞれ
の収集日に出しましょう。分別を
しっかりしないで可燃ごみとして
出されているものが多くあります。
分別が不十分だと処理費用が増え
るだけでなく、貴重なリサイクル
資源を失うことになります。
　特に可燃ごみで出される紙類は
多くのものがリサイクル資源とな
るため、古紙・古布の日や、地域
の集団資源回収にお出しくださ
い。 

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和４年 11月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量 855.78 ｔ － 69.95 ｔ
処理費用 35,300,925 円 －２,885,438 円
１人当たりの量 15.65 kg － 1.20 kg
１人当たりの処理費用 646 円 － 50 円

くりっかーの可燃ごみレポート

　可燃ごみ減量のための４つのポイントを実
践しましょう。
　１人１日10ｇの減量のために、できること
からご協力をお願いします。

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に41,250円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

＜リサイクルできる紙類の代表例と重さ＞

②生ごみの水切りと
　草木の乾燥　
　可燃ごみの重さの約半分が水分
です。水分が多く含まれる生ごみ
は水切りネットなどを使って十分
に水を切るようにしましょう。
　また草木は土を落とし、よく乾
燥してから出してください。草を
入れた袋は、収集日まで袋の口を
開けて置いておくとより乾燥しま
す。

可燃ごみ減量のポイント………………………………………………………………………………

令和３年度家庭系可燃ごみ量

10,797,970㎏
令和３年度処理費用　

約４億4,500万円

③店頭回収の利用　
　市内のスーパーマーケット等で
は、店頭で食品トレーや牛乳パッ
ク等を回収している店舗がありま
す。自分のタイミングでリサイク
ル資源を出すことができて便利で
す。買い物の際に利用してみまし
ょう。
　回収している品目や方法は、各
店舗にお問い合わせください。

④集団資源回収の実施　
　市では、集団資源回収を実施し
た地域や団体に集団資源回収奨励
報奨金を交付しています。実施す
ることで地域や団体の活動資金と
なるほか、リサイクル資源の回収
と地域や団体のコミュニティー形
成につながります。
　集団資源回収の実施、参加にご
協力ください。実施日や回収品目
は、各地域や団体で決めています。
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