
民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

出町地区民生委員児童委員協議会　（出町地区）

氏　名 担　当　地　区
まつもと つとむ

松本　勉 桜木町・一番町・花園町・信開一番町
くろだ　　　　みねこ　

黒田　峰子 春日町・緑ヶ丘・杉木町
はぎざわ じゅんいち

萩澤　順一 新町・川原町・木舟町・東町
かわごし　　つとむ　

川越　勉 南町・三島町
たかばたけ なおじ

高畠　尚治 新富町・若草町
ひらさわ　　　　まりこ　　　　

平澤　満里子 中町・西町・旭町
たかばたけ のぶひろ

髙畠　信博 末広町・上町・永福新町
くまの しんいち

熊野　信一 豊町
さかい　こうきち　　

境　幸吉 太郎丸中央・堀田島
だいぞう　　かつのり

藏　一倫 太郎丸鍋島・山王町
か　ほ　　　とよあき　

下保　豊秋 神島
よしだ しげる

吉田　繁 深江・大辻
たかしま　　　しょうじ

高島　勝時 中神・鷹栖出
あんねん　　　ようこ　　

安念　洋子 主任児童委員
たもり　　　　　ゆうこ

田守　祐子 主任児童委員



民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

東部地区民生委員児童委員協議会　（庄下・油田・南般若・柳瀬地区）

氏　名 担　当　地　区
どろのき　　こうしん

土木　孝信 大門
おだけ　　ひさこ

小竹　壽子 矢木・市営矢木住宅・市営東矢木住宅
いまい みよこ

今井　美代子 宮村
やまだ　　　たかよし

山田　 芳 高道坪内・市営高道住宅
うえだ きょうじ

上田　恭治 中村・堀内
おおしま　　　　みちこ　　　　

大島　美知子 十年明・事業団ｱﾊﾟｰﾄ
まつい よしゆき

松井　義行 木下・宮丸
とくだ きよかず

徳田　清一 三郎丸
いしはら すすむ

石原　進 千代・新千代
まつおか　　　せつこ　　

松岡　節子 石丸（1班～5班）
いづつ こうじ　

井筒　耕二 石丸（6班～10班）
まつもと せんじ　

松本　千治 秋元北部・秋元南部
まつざわ てつや

松澤　哲也 千保・大窪
たかくわ　　　ときお

髙桑　時夫 東石丸南部・にれの木台
みず まき きょうこ

水牧　京子 東石丸北部
おうみ きよし

近江　清 久遠寺・柳瀬東町・松の木
たじま のぶひさ

田嶋　信 柳瀬中町・柳瀬西町・柳瀬新町
ひらおか　　たかし

平岡　 上開発・下開発・下中条
しまだ ひろし

嶋田　博史 花みず木台・柳瀬千柳
みかみ あつこ

三上　安津子 主任児童委員
たかど みえこ

高戸　美恵子 主任児童委員



民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

南部地区民生委員児童委員協議会　（中野・五鹿屋・東野尻・太田地区）

氏　名 担　当　地　区
やまだ きよあき

山田　清明 中野（1区・2区・3区）
ふじい のりこ

藤井　法子 中野（4区・5区・6区・7区の東）
はにやま のりお

埴山　法雄 中野（7区の西・８区・９区・１０区）
なかざわ あきよし

中沢　明芳 五鹿屋（1区・2区・3区）
しまざき　　　のりひこ

島﨑　憲彦 五鹿屋（4区・5区）・となみ野五番街
かしわぎ たきこ

柏樹　他喜子 五鹿屋（6区・7区・8区）
みずき まもる

水木　護 表之島・苗加東町・浦之島・九本杉・道之上
さんぶ ちえこ

三部　智恵子 道之下・八幡島・原道島・藤田島・苗加みなみ台・苗加中央団地
かわ もり かずよ

河森　和代 宮島・東島・中之島・西島上・西島下
まつやま　　つとむ

松山　勉 太田（1区・2区・3区・4区）・太田西区
たじま　　　　　まさこ　

田島　昌子 太田（5区・6区・7区・9区・10区）
　ひらせ　　　　としかず　

平瀨　敏和 太田（8区・11区）・祖泉・久泉
いながき たまき

稲垣　環 主任児童委員
　かねこ　　　　　かおり

金子　かおり 主任児童委員



民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

北部地区民生委員児童委員協議会　（鷹栖・若林・林・高波地区）

氏　名 担　当　地　区
なかあき　　かつひこ　

中明　勝彦 鷹栖（1区・5区・6区・7区）・鷹栖東町
てら　　　　かつひろ　　　

寺　架津弘 鷹栖（2区・3区・4区・17区（市営東鷹栖住宅））
よしだ ひろし

吉田　弘 鷹栖（8区・9区・10区・11区・12区）
いしさき もとこ

石 　素子 鷹栖（13区・14区・15区・16区）・新鷹台町
さの のりこ

佐野　紀子 西中南部・西中中部・西中農家・西中川東
はぎわら ひさよし

萩原　 芳 狐島（第1、第2、第3）・下中
さとう　　　　　きよみ　

佐藤　清美 杉木（第1、第2、第3）・杉木台団地
ふくだ やすひで

福田　保英 小杉御中島・小杉砂田島・小杉西島
はやし しんせい

林　真成 小島（第1、第2）
かべたに りょういち

可部谷　良一 東中（第1、第2、第3、第4）
もり　　　ふみや

森　史也 水宮・林・林中印住宅
くろだ みきこ

黒田　美紀子 日詰・紺屋島・新屋敷
ゆあさ　　　　　まりこ　　　

湯浅　眞理子 新栄町・市営新栄町住宅
やまだ　　　きよし　　

山田　清志 北高木・坪北
かわとう けいこ

川東　恵子 東宮森・西宮森・南高木
おがや　　　みつえ　　

尾栢　光江 江波・荒屋
わたなべ　ちあき

渡邊　千明 主任児童委員
やぶ　　　みちこ

藪　道子 主任児童委員



民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

庄東地区民生委員児童委員協議会　（般若・東般若・栴檀野・栴檀山地区）

氏　名 担　当　地　区
みずかみ　　みつひで　

水上　実秀 安川（野武士、宮村、正守、桧田、湯根、二目、山下）
こもり かねしげ

小森　 重 頼成（坂東、西川原、北明、正覚、川原、善導、公文名）
さいとう　　　　てるこ　　

齊藤　照子 徳万1・徳万中・徳万2
もり じゅんこ

森　順子 野上1・野上2
ふくざわ みねこ

福沢　観音子 茶ノ木・福山1・福山2・福山3
かとう　　　　　えりこ　　　　

加藤　愛理子 権正寺・宮森上村・宮森下村
ほんごう　　あきひろ

本江　彰浩 八十歩・東保高池・東保坊村
みやごし かずお

宮越　一雄 東保田中・東保大坪・東保石坂
つちくら まちこ

土倉　万智子 宮新・増山
うらしま としのぶ

浦島　利信 正権寺・坪野・市谷
まつだ　　　　しげこ　　

松田　 子 上和田・池原・芹谷
しみず のりこ

清水　のり子 福岡・宮森新・頼成新
　よしだ　　　なおふみ

吉田　尚史 川伏・原孫・五谷・谷寺
かとう　　　　ようこ

加藤　葉子 井栗谷・峰小・中尾・栃上
かない　　　ようこ

金井　洋子 塩浅・東別所上村・東別所中村・東別所下村
たにい　　　　　　きみえ

谷井　紀美恵 主任児童委員
ふくしま　　　　　　まちこ

福島　まち子 主任児童委員



民　生　委　員 ・ 児　童　委　員　名　簿

庄川地区民生委員児童委員協議会　（東山見・青島・雄神・種田地区）

氏　名 担　当　地　区
くらた のぶお

倉田　信雄 小川原・金屋住宅・原出（1区・2区・3区)
いとかず かんこう

糸数　寛宏 舟戸・畑直（4区・6区）
いしもり まゆみ

石森　真由美 京坂・中屋敷（5区・7区）
きょう ぶ しょういち

京部　昭一 岩黒・西野（8区・9区）
いわゆき　　けいいち

岩行　啓一 清水・南部野（10区・11区）
たかた　　　　しゅうじ

高田　修二 前山・小牧・湯谷・湯山・横住・落シ・名ケ原（12区・13区・14区・15区・16区・17区・18区）
にしの　　　　すみお

西野　純夫 金屋新（19区）
ただ　          きぬこ　

但田　絹子 中之島１・中之島２（20区・21区）
せがわ　　　　まさみ　　

瀨川　正美 東部（22区）
さわだ じゅんこ

澤田　純子 中部・西部（23区・24区）
いしくろ　　　あきら　　

石黒　晃 下村・庄川新町（25区・38区）
　げんだ みわこ

源田　美和子 示野・新栄町・エントランスタウン庄川・グリーンハイツ示野（26区・27区）
こだに　　　　　　ゆきえ　　

小谷　由紀枝 庄（28区）
　ほりた　　　　　　ふみこ

堀田　ふみ子 金剛寺（30区）
けんま　　　　ひでお

間馬　秀夫 三谷・市営三谷団地（31区・32区）
はやし　　みきお　

林　幹夫 天正（33区）
いわた　　　　ひろし　

岩田　洋志 五ケ・高儀新・筏（34区・36区）
あさくら ふみこ

朝倉　富美子 古上野（35区）
さいとう ゆきえ

齋藤　幸恵 主任児童委員
むらい　　　　あきこ　

村井　昭子 主任児童委員


