
くらしの だ よ り安 心

　年末年始は大掃除の季節です。早めの片づけとごみの分別にご協力ください。ごみを出す際は、『ごみカレ
ンダー』や『ごみの出し方・分け方』を十分に確認してください。
　分別の仕方が悪い場合には、収集をしないことがあります。
　詳しくは、お気軽にリサイクルセンターまでお問い合わせください。

　軽く水ですすいで、キャップ・ラベル・ペット
ボトルに分けて透明な袋に入れて出しましょう。

　軽く水ですすいで、袋に入れず収集カゴに出し
ましょう。

『ごみの出し方・分け方』に気をつけましょう
　民生児童委員は厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。地域の身近にいる相談役として支援して
いる人です。その中でも、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する人を主任児童委員といいます。
　お年寄り、心身に障がいのある人、育児や子どもの問題を抱える人、生活困窮世帯など、生活に支援が必
要な人のあらゆる相談に応じます。そして、必要な支援が得られるように関係機関との「つなぎ役」を担っ
ています。
　民生児童委員、主任児童委員は法律で守秘義務が定められていますので、安心してご相談ください。

民生委員・児童委員（以降、民生児童委員）って何？

私の地区の担当委員さんは誰？  どこに問い合わせればわかるの？
地区 担　当　区 氏　名 住所・電話

小　
鎚　
地　
区

種戸、徳並 八　幡　利　代 大槌町小鎚第３地割14番地
℡45-2105

一の渡、
蕨打直 東　梅　康　弘 大槌町小鎚第17地割４番地

℡42-6412

寺野・臼沢 佐々木　　　亮 大槌町小鎚第18地割119番地1
℡090-4314-0114

寺野・臼沢 臼　澤　孝　一 大槌町小鎚第20地割34番地７
℡42-2591

寺野・臼沢 阿　部　義　晴 大槌町小鎚第20地割75番地 67
℡090-7564-5426

花輪田①、
定住促進 中　村　哲　夫 大槌町小鎚第26地割148番地 22

℡42-7336

花輪田② 中　村　京　子 大槌町小鎚第26地割148 番17
℡42-3968

桜木町（東） 多　田　左衛子 大槌町桜木町15番26号
℡080-1839-0061

長井 佐々木　幸　夫 大槌町金沢第34地割45番地
℡45-2157

上町・本町 金　﨑　伊保子 大槌町本町4番26号
℡080-1672-3762

上町・本町 川原畑　洋　子 大槌町本町８番20号
℡090-7074-0174

大町 玉　根　光　子 大槌町大町５番19号
℡090-6685-2515

大　
槌　
地　
区

和野、前段 上　田　孝　平 大槌町大槌第２地割27番地４
℡090-9757-1163

柾内② 荒　澤　幸　子 大槌町大槌第12地割145番地３
℡42-5805

大ケ口団地
① 村　田　　　仁 大槌町大ケ口1丁目4番14号

℡090-5839-2404

大ケ口団地
② 菊　池　信　男 大槌町大ヶ口1丁目8番10号

℡090-2793-0483

源水 越　田　由美子 大槌町大槌第14地割109番地11
℡42-7713

沢山① 阿　部　喜栄子 大槌町大槌第24地割2番地 5
℡42-6327

沢山② 小　国　久　夫 大槌町大槌第22地割 89番地 2
℡42-4448

末広町・
新町 岩　間　知　子 大槌町末広町2番25号

℡090-7339-2106

地区 担　当　区 氏　名 住所・電話

安
渡
・
赤
浜
地
区

安渡
1・2丁目 佐々木　郁　子 大槌町安渡2丁目2番10号

℡090-4631-3240

安渡 2丁目 白　銀　富美子 大槌町安渡2丁目7番16号
℡42-2286

赤浜 1丁目 神　田　晴　則 大槌町赤浜1丁目10番10号
℡090-5833-7004

赤浜
2・3丁目

駒　林　　　力 大槌町赤浜2丁目2番31号
℡42-3342

黒　沢　久　雄 大槌町赤浜3丁目7番27号
℡090-7616-2901

吉
里
吉
里
地
区

吉里吉里
1丁目 佐々木　幸　男 大槌町吉里吉里1丁目2番2号

℡44-2355

吉里吉里
2丁目 倉　本　幹　子 大槌町吉里吉里 2丁目6番14号

℡090-2885-0899

吉里吉里
3丁目 近　藤　欣　彌 大槌町吉里吉里3丁目467番地 30

℡44-2239

吉里吉里
4丁目（東） 黒　澤　　　稔 大槌町吉里吉里4丁目4番37号

℡44-3743

吉里吉里
4丁目（西） 関　谷　愛　子 大槌町吉里吉里4丁目1番32号

℡090-7336-6192

浪板 佐々木　祐　子 大槌町吉里々々第9地割36番地9
℡44-2544

金　
沢　
地　
区

対間、
下屋敷 佐々木　成　子 大槌町金沢第30地割32番地 4

℡46-2133

元村 谷　藤　ミキ子 大槌町金沢第28地割54番地
℡46-2004

安瀬の沢、
戸保野 佐々木　義　男 大槌町金沢第21地割13番地

℡090-3574-4141

折合 佐々木　和　之 大槌町小鎚第23地割1番地 35
℡090-6256-7337

中川原 三　浦　藏　人 大槌町金沢第13地割71番地1
℡46-2147

戸沢・中山 阿　部　サワ子 大槌町金沢第9地割59番地
℡46-2040

主任児童委員

大萱生　　　都 大槌町上町1番 8号
℡42-2083

越　田　征　男 大槌町本町5番18号
℡42-3280

松　村　美代子 大槌町吉里吉里 2丁目9番26号
℡090-2274-0281

※該当地区がない場合は、役場健康福祉課へお問い合わせください。

問 健康福祉課　℡ 0193-42-8715

民生委員・児童委員の皆さんをご紹介します

問 釜石大槌地区行政事務組合消防本部　℡ 0193-22-1642 ／ 大槌消防署　℡ 0193-42-3121

　年末年始で火気を多く使用する時期を迎えるにあたり、慌ただしさにおわれ、
火に対してつい不注意になりがちです。
　消防本部では、12月 20日（火）から 1月 7日（土）までの間、「年末年始火災予防特別警戒」を実施し
ます。
　一人一人が火の取扱いに十分注意し、大切な生命と財産を火災から守りましょう。
　また、石油ストーブを使用する際はカーテン、洗濯物などの燃えやすい物に注意してください。
⃝�住宅用火災警報器を設置しましょう。また、既に設置されている住宅用火災警報器は10年を目安に交換
しましょう。

年末年始火災予防特別警戒
「みんなの願い、火災のない お正月」
令和4年12月20日（火）�～�令和5年1月7日（土）

　12月１日に民生委員・児童委員の全国一斉改選がありました。大槌町では新たに５名の委員が就任し、12
月１日に新任・再任合わせて 40人に委嘱状を交付しました。任期は令和４年 12月１日から令和７年 11月
30日までの３年間です。

令和４年 12月１日現在

問 リサイクルセンター　℡ 0193-42-7570

ペットボトル 空き缶・ビン
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