
2022年度（令和 4年度） 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

浅原 淳子 
下金古曽、野田（一部）、八幡馬場 

上金古曽 

藤井 依子 
上天花町、天花、木町、東滝、西滝、 

上竪小路（一部） 

磯部 千恵子 
古熊、上古熊、太刀売、円政寺、堂の前 

松の木、大市、道祖町、相物小路 

伊藤 清恵 

上竪小路（一部）、下竪中下、下竪上、 

大殿大路、上後河原、中後河原、下後河原、

石観音、野田（一部）、諸願小路、久保小路 

銭湯小路、新馬場 

 

 

 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

大 殿 



2022年度（令和 4年度） 

 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

和田 由美 中央４丁目、糸米１丁目、緑町１、２ 

松川 幸枝 
中央５丁目、旭通り１～２丁目、三和町 

中園町 

藤井 千鶴子 
白石１～３丁目、糸米２丁目、春日町 

亀山町、中央２丁目 

花石 妙子 

黄金町、鰐石町、本町１～２丁目 

道場門前１～２丁目、中央１丁目 

中央３丁目 

藤本 清乃 
駅通り１～２丁目、米屋町、中河原町 

東山１～２丁目、中市町、惣太夫町 

 

 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

白 石 



2022年度（令和 4年度） 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

岩﨑 康子 元町、熊野町、下市町、湯田温泉三丁目 

谷 千賀子 
泉町、楠木町１～５、 

湯田温泉四・五・六丁目 

桑原 敏子 赤妻町 

大隅 公江 泉都町、緑町、三和町、楠木町６～11 

川本 真紀 朝倉町、神田町、錦町、荻町、葵 

松原 恵美子 湯田温泉一・二丁目、今井町、前町、松美町 

 

 

 

☺ お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

 

 

 

湯 田 



2022年度（令和 4年度） 

 

 

 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

野村 宏美 

揚山、金坪、一の瀬、北河内、大畠、高畑 

井開田西、井開田東、坂本、松柄、 

原河内、一貫野 

京瀧 映美 両浴、高野、野上、仁保市 

三好 裕子 丸山、土井、高松 

深川 美花 東園、深野、深野団地 

 

 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

仁 保 



2022年度（令和 4年度） 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

 

氏名 担当地区 

横沼 希代子 9区、10区、11区 

中司 ちよ子 7区、14～17区、禅昌寺町 

西田 信子 
1～5区、12～13区、小鯖菅内団地 

上鯖山、8区、三本松町、百合ヶ丘団地 

 

 

 

☺ お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

 

 

 

小 鯖 



2022年度（令和 4年度） 

 

  

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

浅井 早苗 上矢田 茅野神田 

小林 尚美 御堀 御堀団地 御堀ケ丘 東御堀 

牧尾 由加里 氷上 金成団地 

徳永 三津子 中村 菅内 菅内団地 菅内台 大内畑 

長瀬 悦子 中矢田 新矢田 

稲葉 いづみ 
宮ノ馬場 長野グリーンタウン  

長野の一部 

山本 佐登美 小京都ニュータウン 姫山台 問田 

町田 みちよ 殿河内 大道 長野の一部 

松田 朱美 下千坊 姫山団地 宮島町 

寺田 昌子 小野 

田中 弘美 下矢田 上千坊 千坊北 

案野 芳子 高芝 

 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

大 内 



2022年度（令和 4年度） 

 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

氏名 担当地区 

水津 洋子 
グリーンヒルズ、芝崎、芝崎住宅、サニータウン、

西桜畠、平野、桜畠団地 

原野 沢子 
上折本、住吉、上桜畠、宮野団地、東桜畠、 

第 3住宅、東折本、沖桜畠東住吉 

山田 則子 青葉台 

 小林 美香 
幸里、仁保地、龍花、岩杖、石丸、七房 

七房団地、泉、下田住宅 

近藤 美樹 江良（一部） 

河村 千尋 中恋路、下恋路、南恋路団地 

中田 艶子 河原、大山路、宮野中央、宮路、熊坂 

長井 英子 恋路秋葉町、恋路市河原、下折本 

宮川 あけみ 北恋路、上恋路、西恋路 

石村 真奈美 江良（一部）コモドタウン七尾台 

 

☺ お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

宮 野 



2022年度（令和 4年度） 

 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

伊藤 昭子 赤田一丁目～三丁目、上東三丁目 

河内 弥生 赤田四丁目・五丁目、中尾、緑ヶ丘 

河村 克恵 佐畑一丁目～三丁目、維新公園六丁目 

関谷 麗子 佐畑四丁目～六丁目 

浦 京子 上東一丁目、中東一丁目 

松岡 公子 上東二丁目、中東三丁目 

山田 若奈 中東二丁目、下東一丁目・四丁目、泉町 

小野 幸代 中東四丁目、維新公園一丁目 

寺田 美保 下東二丁目、維新公園三丁目 

日下 倫子 下東三丁目、葵町、宝町 

小川 和美 維新公園二丁目・四丁目・五丁目 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

吉 敷 



2022年度（令和 4年度） 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

村田 惠子 馬木坂本、神郷、岡大塚 

村岡 幸枝  小原、こばら団地、北小路 

荒瀬 直子 県営平井団地、台、西大畠、古曽中原、 

藤井 惠子 上平井 

梅本 節子 平井西、平井住宅 

上田 美子 中野、平川中央団地 

杉山 文子 馬木領、指出、開作、吉田団地、大塚沖 

田中 由美子 小出、中村、西京、西、河内、黒川中央 

松村 妙子 平野、堂紺、吉野、田屋島、福良、岡小路 

磯本 博子 閏、閏団地、瀬利黒、閏住宅 

 

☺ お問い合わせ ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

 

平 川 

 

 

 

 



2022年度（令和 4年度） 

 

 

あなたの地区の母子保健推進員さんは 

 

母子保健推進員さんは、山口市から委嘱を受けてお母さん（妊産婦）

と子どもさん（乳幼児）の健康を守るために、皆さんと行政（山口市

保健師）とのパイプ役として活動しています。 

妊娠中と赤ちゃん誕生後に訪問しますので、妊娠や育児に関するこ

とをお気軽にご相談ください。なお、秘密は守ります。 

 

氏名 担当地区 

秦 裕見子 
上湯田上・中・下、周布団地、宝町、上矢原（一部） 

ツインタワー周布、若宮町、豊国マンション 

松本 喜代美 下矢原、矢原住宅、矢原第二住宅、西矢原 

石﨑 正惠  坂東、下湯田、黒川市 

三輪 陽子 
穂積町、穂積県営住宅団地、今井下 

今井上、富田原、上矢原（一部） 

宮成 里美 岩富 

水谷 美子 

勝井、鴨原、三作、高井、和田、朝田 

高井住宅上、高井住宅下、馬庭、河内、朝田ヒルズ 

朝田南 

西村 直子 中矢原 

 

☺お問い合わせ☺ 

山口市保健センター   

山口市糸米二丁目６番６号 

℡ 083-921-7085 

大 歳 

  

 

 

 


