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青 少 年 の 育 成 と 相 談 に 一 役

南越前町青少年育成推進指導員
南越前町青少年育成推進員

子どもたちは、次世代を担う「未来
の大人」。その子どもたちが健やか
に育つことはみんなの願いです。子
どもたちが健やかに育つことのでき
る環境づくりは、家庭や学校だけで
なく、社会全体の役割です。

青少年や青少年団体からの相談に応じたり、非行の予防と早期発見のための愛護活動に協力していただきます。

◆南越前町青少年育成推進指導員 任期：平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日

南条地区 内藤　惠美子 今庄地区 野村　美佐 河野地区 向瀨　浩一

◆南越前町青少年育成推進員 任期：平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日

行政区 氏　名 行政区 氏　名 行政区 氏　名

南
　
条
　
地
　
区

東大道 川人 　則子

今
　
庄
　
地
　
区

稲荷（湯尾） 山口 　義和

今
　
庄
　
地
　
区

上新道 横谷　 洋子

西大道 小原　 俊一 八　幡 医王　 宗弘 大　桐 艸分　 英治

東　谷 高橋　 宏介 旭（湯尾） 城野　 岳志 二ツ屋 山口 　勝也

清　水 小泉　 覚弘 八乙女 登坂 みゆ希 合　波 京藤 　睦治

脇　本 山根　 啓二 藤季 さない 大　門 豊岡　 　雪

嶋 嶋﨑　 　稔 社　谷 山﨑　 　忍 孫　谷 澤﨑 　俊宏

上平吹 三田村 信英 久　喜 長谷川 雅尚 荒　井 小林　 雄二

日　野 福島 　純一 長　沢 平谷 　弘子 八　飯 藤本　 昌則

鋳物師 諸山 　陽一 馬上免 藤基　 知彰 宇津尾 山腰　 順平

下牧谷 加藤 　正人 古　木 藏谷　 明子 橋　立 堂國　 道子

上牧谷 増澤 　正博 上温谷 伊藤 佐和子 広　野 野村 　　浩

上　野 内藤 惠美子 小倉谷 永野 　國男

河
　
野
　
地
　
区

大　谷 川端　 照美

堂　宮 岩端 　宏泰 瀬　戸 安藤　 亮太 大　良 建部 美奈子

金　粕 前田 　洋一 杉　谷 橋本　 英樹 河　内 麻河 さおり

桜　町 關　　 敏宏 荒　目 川端　 利雄 具　谷 川端 ひとみ

中小屋 山口 富士男 藤　倉 川端　 信治 赤　萩 江端　 一郎

阿久和 赤澤 　善光 白　鬚 島﨑 やす子 河　野 宮下　 壽貴

鯖　波 米野 　宏亮 梅ヶ枝 福島　 淳也 今　泉 江端　 由美

奥野々 上良 　弥生 立　石 赤田 　　稔 甲楽城 西　 　克美

上別所 澤﨑 ちはる 観　音 齋藤　 為之 糠 向瀨 　浩一

関ケ鼻 上田　 慎一 愛　宕 京藤　 和也 桜団地 大道　 由真

今
　
庄
　
地
　
区

新北府 伊藤 　　輝 旭（今庄） 上道　 　武 （敬称略）

北　府 畠山　 尊行 稲荷（今庄） 北村　 清香

■問合せ　教育委員会
　　　　　☎ 47－8005

山　王 落井 益里加 栄 細川　 　治

日　吉 勝見 　敏弘 南今庄 糀谷 　敏春

天　王 川上 　美樹 下新道 中村　 公一


