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令和４度地域支援チーム リーダー 

富岡第一地区担当 富岡第二地区担当 

保険年金課長 河村 幸織 

 「「明日は明日の風が吹く」 

  今年も頑張ります。」 

高齢・障害支援課長 冨岡 幸世 

「「一期一会」今、この時間を大切   

 にと心がけています。」 

地域振興課担当課長 稲川 仁 

「地域の皆様と共にまちづくり 

 に取り組みます。」 

税務課担当課長 金井 正親 

「「千里の道も一歩から」先ず 

 は、少しづつ前進します。」 

総務課長 姫浦 尊 

「元気で賑わいのある地域づく 

 りに取り組みます。」 

福祉保健課長 平 佳子 

「「和を以て貴しとなす」よ 

   ろしくお願いいたします。」 

生活支援課長 井戸 司 

「「人の出会いを大切に」引き続 

きよろしくお願いします。」 

釜利谷地区担当 

戸籍課長 小池 美恵子 

「笑顔・真心・適度な距離感。 

  ２回目の金沢区です★」 

区政推進課長 米山 岳夫 

「「海、空、緑…深呼吸」引き 

   続きよろしくお願いします。」 

金沢中部地区担当 

金沢南部地区担当 金沢地区担当 六浦東地区担当 六浦地区担当 

六浦西地区担当 

こども家庭支援課担当課長 芹澤 功悦 

「「最善を尽くす」引き続きよろしく 

 お願いいたします。」 

生活衛生課長 梅田 宏子 

「「為せば成る」できない事は無 

 いという思いで頑張ります。」 

金沢土木事務所副所長 杉本 彰 

「地域の皆様と同じ方向を向い 

 ていけるよう頑張ります。」 

地域振興課長 仙台 椎良 

「一陽来復 引き続きどうぞ 

   よろしくお願いいたします。」 

こども家庭支援課長 藤浪 博子 

「「いつも心に太陽を」温かい気持 

 ちで皆様と頑張ります。」 

地域振興課担当課長 渡邊 孝之 

「事務局として地域の皆様と区 

    役所の連携を推進します。」 

税務課長 流田 裕行 

「 「人間万事塞翁が馬」引き続き 

 どうぞよろしくお願いします。」 

 ハーモニーでは、地域の方の色々な取組をご紹介させていただいています。支え合いのまちづくりを目指して、これから地

域活動をされたい方のきっかけづくりの支援をします。ご相談などがございましたら、下記の電話番号にご連絡ください。 

富岡第三地区担当 富岡西・能見台地区担当 

能見台地区担当 金沢シーサイドタウン
地区担当 

金沢東部地区担当 

LINKAI横浜金沢地区/
金沢南部地区担当 地域力推進担当 

令和４年度 第１号 

金沢区地域力通信 

金沢区幸せお届け大使  

ぼたんちゃん 

金沢区長あいさつ 

福祉保健センター長 

船山 和志 

富岡第一・富岡第二 

  富岡第三地区担当 

「「仲良きことは美 

 しき哉」よろしく 

 お願いいたします！」 

福祉保健センター担当部長 

飯田 晃  

六浦東・六浦 

六浦西・釜利谷地区担当 

「地域に寄り添ったご支 

 援ができたらと思いま 

 す。よろしくお願いい 

 たします。」 

金沢区副区長 小林 悦夫 

金沢東部・金沢中部 

金沢南部・金沢地区担当 

「皆様とのコミュニケー 

 ションを大事にしま 

 す。引き続きよろしく 

 お願いします。」 
金沢土木事務所長 

松嵜 尚紀 

富岡西･能見台・能見台 

金沢シーサイドタウン 

LINKAI横浜金沢地区担当   

「「継続は力なり」一歩一歩、 

 着実に取り組んでいきます。」 

金沢区では、地域の皆様とご一緒に課題解決に取り組む体制として、

区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザの職員からなる「地域支

援チーム」を構成しています。地域の活動にも参加させていただきな

がら、皆様に色々と教えていただきたいと思っております。ぜひ顔を覚

えていただき、お気軽にお声がけください。 

 昨年度策定しました「第4期 金沢ささえあいプラン（第4期金沢区地

域福祉保健計画）」は、誰もが安心して健やかに住み続けられる 支

えあいのまちづくりを目指して、地域の皆様と区役所など関係機関が

協働で取り組むための計画です。コロナ禍においても、さらに魅力あふ

れるまち金沢となっていくよう、皆様と力を合わせてご一緒に推進して

まいりたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 
金沢区長 永井 京子 



大川５番～６番、釜利谷東１丁目１番１号・２番～６０番、釜利谷東２丁目２番～５番・８番～２１番、釜利谷東３丁目、釜利谷東４丁目２番１号～２号・２番３７号～９番１５号・９番２０号～
１４番・４６番２号～４７番２０号

幸浦２丁目８番以降、長浜１０７番地、並木３丁目、福浦１丁目～３丁目、柴町３５８番地～３８９番地

幸浦１丁目８番～１０番・１７番、並木１丁目１２番～２５番

幸浦１丁目１番～７番・１１番～１６番、昭和町、富岡東２丁目１番～８番、鳥浜町、並木１丁目１番～１１番、白帆

西柴１丁目１４番地の一部・１５番地～１７番地・１８番地の一部・１９番地の一部・２１番・２５番地の一部、西柴２丁目～４丁目、柴町１番地～７番地・１３番地～３１番地・３２番地の一部、
金沢町１８４番地～１９３番地

片吹、長浜（１０７番地を除く）、西柴１丁目１番～１３番・１４番の一部・１８番の一部・１９番の一部・２０番・２２番～２４番・２５番の一部・２６番～３５番、長浜１丁目～２丁目、堀口、谷津町
１番地～８番地・６５番地の１・６８番地～６９番地・１６７番地～１８２番地

芹澤 学校連携・こども担当課長 鷲雄 土地担当係長

地　域　防　災　拠　点　担　当　（　区　役　所　）
地域防災拠点 総  括  参  与 参  与 町　名

富岡西１丁目１番～７３番、富岡西２丁目１３番～１４番・１７番～４８番、富岡西４丁目２４番・２５番１２号～１５号・２８番１号～５号・２８番９号～４９番、富岡東１丁目、富岡東３丁目１番～
９番・１３番５３号

富岡西２丁目１番～１２番・１５番～１６番、富岡西３丁目、富岡西４丁目１番～３番・８番～１０番・１７番～２３番、富岡西６丁目１番、富岡西７丁目１番～４３番４６号・４４番～５５番、
富岡東２丁目９番、富岡東３丁目１０番～２４番（１３番５３号を除く）、富岡東４丁目～富岡東６丁目、能見台通４１番２４号・４２番６号～９号

富岡西１丁目７４番、富岡西４丁目４番～７番・１１番～１６番・２５番１号～１１号・２６番～２７番・２８番６号～８号・５０番～８０番、富岡西５丁目、富岡西６丁目２番～４４番、富岡西７丁目
４３番４７号～５０号、能見台１丁目～能見台２丁目、能見台通２４番～４１番２３号・４２番１号～５号・４２番１０号～４５番

能見台通１番～２３番・４６番～４８番、能見台３丁目、能見台東

能見台４丁目～能見台６丁目、能見台森、釜利谷東４丁目９番１６号～１９号・１５番～４６番１号・５８番

幸浦２丁目１番～７番・並木２丁目

小池 戸籍課長 俵 こども家庭支援課担当係長

河村 保険年金課長 奈良 区民活動支援担当係長

釜利谷町２３０６番地～２５８０番地・３２３５番地～３２４０番地、釜利谷西１丁目１番～２１番・２３番・２４番（１５号～１９号を除く）・２５番（１３号～２１号を除く）・２６番７号～２６番１１号・
５８番～６０番・６１番６号～６６番１７号・６６番（１８号～２２号を除く）、釜利谷西２丁目１番、釜利谷東２丁目６番～７番・釜利谷東４丁目１番・２番３号～３６号・４７番２１号～３７号・４８番
～５７番・釜利谷東５丁目～８丁目

釜利谷町１８７０番地～１９４７番地・２１２５番地～２３０５番地、釜利谷西１丁目２２番・２４番１５号～１９号・２５番１３号～２１号・２６番１号～６号・２６番１２号～５７番・６１番１号～５号・
６６番１８号～２２号・６７番、釜利谷西２丁目２番～３７番、釜利谷西３丁目～６丁目、みず木町

仙台 地域振興課長 島田 市民税担当係長

小池 戸籍課長 中澤 戸籍担当係長

高舟台１丁目３１番（１号～２９号を除く）、高舟台２丁目２０番（１号～２３号を除く）、大道１丁目１番～２３番１９号・３０番～３１番、大道２丁目１番～１４番１４号・１５番～１６番・２２番、六浦
３丁目１番４号～５８号・２番～３番・５番６号～３１号・６番～８番、六浦４丁目８番の一部・１４番・１８番～２５番、六浦５丁目１番～４０番、六浦南２丁目１２番（７号～１１号を除く）、１５番１
号～１９号（９号、１２号を除く）、六浦南１丁目１番２７号～６５号・２０番１号～３７号・２１番２０号～４０号・２２番１号～２４号・２３番～２４番・２５番１５号～５４号・２６番～３７番、六浦東２丁
目２２番１号～４号・６号～２２号・２３番５号～１７号

釜利谷南１丁目、釜利谷南２丁目１番～４９番、釜利谷南３丁目～４丁目

杉本 金沢土木事務所副所長 前田 こどもの権利擁護担当係長

金井 税務課担当課長 日吉 福祉保健課担当係長

釜利谷南２丁目５０番以降、高舟台１丁目１番～３１番２９号・３２番～３５番、高舟台２丁目１番～２０番２３号・２１番～５０番、大道１丁目２３番（１号～１９号を除く）・５５番・８１番（１号～
１３号を除く）、六浦３丁目９番３号・１９番（２４号を除く）～３０番、大川７番１号・２号・４号～６号

大道１丁目２４番～２９番・３２番～５４番・５６番～８１番１３号・８２番～８６番、大道２丁目１７番～２１番・２３番～２７番７号・２７番１０号～３６番

藤浪 こども家庭支援課長 栗田 統計選挙係長

藤浪 こども家庭支援課長 羽生 税務課担当係長

朝比奈町、東朝比奈１丁目～３丁目、大道２丁目１４番（１号～１４号を除く）・２７番８号～９号、六浦５丁目４１番～５０番、六浦町（京浜急行逗子線以北）

六浦南１丁目１番１号～２４号・２番～１１番・１２番１号～２１号・１３番１号～１０号・１３番３２号～３５号、六浦南２丁目１番～１１番・１２番７号～１１号・１３番～１４番・１５番９号～１２号・
１６番以降、六浦南３丁目～六浦南５丁目、六浦町（京浜急行逗子線以南）、六浦東３丁目１４番・１５番７号～１７号・１６番１０号～１９号

流田 税務課長 今関 環境衛生係長

流田 税務課長 浅野 こども家庭支援課担当係長

六浦１丁目１番～２１番、六浦２丁目、六浦３丁目１番１号～３号・１番５９号・４番～５番（６号～３１号を除く）・９番１号～２号・９番４号～１８号・１９番２４号・３１番～４２番、六浦４丁目１番
～４番・５番８号～１４号・７番１０号以降・１０番～１２番・１５番の一部・１６番～１７番、大川７番３号・７号～１１号

瀬戸１番～２２番、六浦１丁目２２番以降、六浦４丁目５番（８号～１４号を除く）～７番９号・８番の一部・９番・１３番・１５番の一部・１６番～１７番、柳町

仙台 地域振興課長 廣川 介護保険担当係長

井戸 生活支援課長 白井 区民活動支援担当係長

海の公園、町屋町１番１号～３２番１号・３２番３号～５号・３２番１２号～４２号・３３番～３５番・平潟町、野島町、八景島、洲崎町、乙舳町

六浦南１丁目１２番２２号～２９号・１３番１１号～３１号・１４番～１９番・２０番４０号～５７号・２１番１０号～１４号・２２番２７号～３０号、六浦東１丁目～２丁目（２２番１号～４号・６号～
２２号・２３番５号～１７号を除く）、六浦東３丁目（１４番・１５番７号～１７号・１６番１０号～１９号を除く）

梅田 生活衛生課長 山根 生活支援担当係長

杉本 金沢土木事務所副所長 岡部 障害者支援担当係長

大川１番～４番、釜利谷東１丁目１番２号～３号、釜利谷東２丁目１番、瀬戸２３番～２４番、泥亀１丁目～２丁目、谷津町９番地～６４番地・６６番地～６７番地・７０番地～１６６番地・
１８３番地以降、金沢町４９番地・８２番地の一部・８６番地～８７番地・８８番地の１０～１２・９８番地～９９番地

金沢町１番地～４８番地・５０番地～８１番地・８２番地の一部・８３番地～８５番地・８８番地（８８番地の１０～１２を除く）・８９番地～９７番地・１００番地～１８３番地・１９４番地以降、柴町８
番地～１２番地・３２番地の一部・３３番地～３５６番地・３９０番地以降、寺前１丁目～２丁目、町屋町３２番（１号、３号～５号、１２号～４２号を除く）

芹澤 学校連携・こども担当課長 橋之口 生活支援課事務係長

梅田 生活衛生課長 伊藤 資源化推進担当係長

平 福祉保健課長 松本 こども家庭支援課担当係長

平 福祉保健課長 田中（真） 予算調整係長

冨岡 高齢・障害支援課長 魚屋 高齢・障害係長

井戸 生活支援課長 後藤 登録担当係長

姫浦 総務課長 藤田 広報相談係長

姫浦 総務課長 佐々木 国民年金係長

冨岡 高齢・障害支援課長 木村 家屋担当係長

金井 税務課担当課長 中村 生活支援係長

大道小学校

八景小学校

文庫小学校

金沢小学校

瀬ケ崎小学校

六浦小学校

並木第四小学校

並木中央小学校

並木第一小学校

西柴小学校

西柴中学校

富岡小学校

西富岡小学校

能見台小学校

能見台南小学校

並木中学校

釜利谷南小学校

釜利谷小学校

西金沢学園

釜利谷東小学校

六浦中学校

朝比奈小学校

六浦南小学校

高舟台小学校

大道中学校

地　域　支　援　チ　ー　ム
令和４年度　金沢区地域支援体制の名簿

小田小学校 河村 保険年金課長 野中 地域活動係長

地　区　担　当

＜柳 　町＞藤田

＜六　 浦＞内藤
＜柳 　町＞藤田

＜六 　浦＞内藤

＜釜利谷＞佐藤
＜西金沢＞上田

―

＜並　木＞北村
＜富岡東＞岩藤

＜能見台＞木下

＜能見台＞木下
＜泥　 亀＞天道

＜泥　 亀＞天道

＜泥　 亀＞天道

＜並　木＞北村
＜富　岡＞仁平

＜富岡東＞岩藤

＜富　 岡＞仁平

＜富　 岡＞仁平
＜能見台＞木下

＜能見台＞木下

笹田

吉田 こども家庭係長

正：佐々木 国民年金係長

副：吉原 生活支援担当係長

正：松永 企画調整係長

副：奈良 区民活動支援担当係長

正：田中（真） 予算調整係長

副：松永 企画調整係長

田中（伸） 道路係長

伊藤 資源化推進担当係長

加藤 まちづくり調整担当係長

青木 地域力推進担当係長

笹田

岩崎

安田

―

佐藤

正：伊藤
副：今村

宮森

岩崎

宮森

伊藤

伊藤

―

正：雙田 高齢者支援担当係長

副：千葉 保険年金課収納担当係長

浅野 こども家庭支援担当係長

鹿瀬島 健康づくり係長

俵 こども家庭支援課担当係長

―

芳川 保険係長

橋之口 生活支援課事務係長

山根 生活支援担当係長

岡部 障害者支援担当係長

廣川 介護保険担当係長

美戸
事務局長

江本
事務局
次長

美戸
事務局長

江本
事務局
次長

米山 区政推進課長

平 福祉保健課長

芹澤 学校連携・こども担当課長

梅田 生活衛生課長

正：杉本 金沢土木事務所副所長

副：米山 区政推進課長

仙台 地域振興課長

船山
福祉保健センター長

松嵜
金沢土木事務所長

所　　長

稲川 資源化推進担当課長

姫浦 総務課長

野中 地域活動係長

鈴木 下水道・公園係長

木村 税務課担当係長

奈良 区民活動支援担当係長

藤田 広報相談係長

井戸 生活支援課長

流田 税務課長

藤浪 こども家庭支援課長

小池 戸籍課長

白井 区民活動支援担当係長

谷川 庶務係長

羽生 税務課担当係長

正：中澤 戸籍担当係長

副：後藤 登録担当係長

区社会福祉協議会 地域ケアプラザ区役所
サブリーダー統　　括 リーダー

河村 保険年金課長

冨岡 高齢・障害支援課長

金井 税務課担当課長 中村 生活支援係長

美戸
事務局長

江本
事務局
次長

佐藤

佐藤

安田

齊藤 食品衛生係長

服部 運営企画係長

地　区　名

富岡第一

富岡第二

富岡第三

富岡西・能見
台

能見台

金沢シーサイ
ドタウン

金沢東部

金沢中部

金沢南部

小林
副区長

飯田
福祉保健センター

担当部長

松嵜
金沢土木事務所長

六浦東

六浦

六浦西

釜利谷

LINKAI横浜金沢

金沢
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