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地区 担　当　地　域 氏　名
上
枝

98 主任児童委員 草場　栄治
99 主任児童委員 柳瀬　佳子

大
　
　
八

100 上野町・新張上野 梶井　敏春
101 三福寺町の一部（三福寺町内会） 森本　　貢
102 三福寺町の一部（東山台） 中川　啓子
103 三福寺町の一部（下三福寺町内会） 野畑　秋男
104 松之木町の一部（長坂町内会・守ｹ丘町内会を除く） 上田　育夫
105 松之木町の一部（長坂町内会）・長坂町・東山町 谷井　和弘
106 松之木町の一部（守ｹ丘町内会）・日の出町３丁目の一部 中谷　伸一
107 日の出町１丁目・２丁目・３丁目の一部 打保　一宏
108 松之木町の一部（東栄町内会）・大洞町 蒲　　節子
109 漆垣内町・塩屋町・大島町 鍋山　雅實
110 曙町１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 和田　成子
111 滝町・岩井町の一部（生井町内会） 西野　清次
112 岩井町の一部（生井町内会を除く） 山本　莊一
113 主任児童委員 川尻ひろみ
114 主任児童委員 黒木　明子

花
　
　
里

115 上川原町・名田町１丁目・２丁目・天満町２丁目の一部 小鳥　弓子
116 天満町１丁目・２丁目の一部・花里町１丁目の一部・２丁目 田中　　実
117 名田町３丁目・天満町３丁目・花里町３丁目 中野　　彰
118 花里町１丁目の一部・西之一色町１丁目の一部 宮ノ脇文雄
119 千島町の一部（北部） 小峠由美子
120 千島町の一部（南部） 洞口三穗子
121 千島町の一部（西部） 岩平　源治
122 西之一色町１丁目の一部・２丁目 岩垣津　亘
123 西之一色町３丁目の一部 鴻巢　庄市
124 西之一色町３丁目の一部・松倉町・越後町 林　　道夫
125 西之一色町３丁目の一部 嶋田　忠夫
126 主任児童委員 研壁　勝利
127 主任児童委員 霜山紀代乃

丹
　
生
　
川

128 久手・旗鉾・曾手・岩井谷・駄吉 小林　孝明
129 根方・小野・白井 大西　尚美
130 日面・日影・芦谷・板殿 東元　尚美
131 大谷・瓜田・法力 沖中　良一
132 坊方 荒井美惠子
133 町方（１組～１０組） 帰雲　真智
134 町方（１１組～山口） 山口　節子
135 新張 村上　喜作
136 下保・細越・広野 田尻　隆司
137 北方・桐山・大萱 瀨上　鈴枝
138 折敷地・三之瀬・呂瀬金山 大沼美佐子
139 主任児童委員 平塚　外美
140 主任児童委員 住　　裕子

清
　
　
見

141 三日町（上組・下組） 杉本のり子
142 三日町（牧口・姥島）・牧ケ洞（徳野組） 新井みつ子
143 牧ケ洞（殿村組・岩野組・中組・二村組・寺組・奥洞組・上組） 奥田まり子
144 藤瀬・福寄 岩倉登志江
145 三ツ谷・坂下・巣野俣 田中　孝子
146 楢谷・大原 前田　雅敬
147 上小鳥・夏厩・二本木 新井　政幸
148 池本・江黒・大谷 中谷　　登
149 主任児童委員 福野　照代
150 主任児童委員 足立　達惠

荘
　
　
川

151 六厩・三谷・三尾河 坂上　　剛
152 寺河戸・黒谷・惣則 平戸　千尋
153 一色・猿丸 嶋田　敏彦
154 新渕・町屋 大田美智子
155 野々俣 松木　美幸
156 中畑・牧戸・牛丸・岩瀬・中野・赤谷 寺田　一朗
157 主任児童委員 鈴木富美恵
158 主任児童委員 高田ゆかり

一
之
宮

159 位山・中央の一部（南・渡瀬） 溝端　明美
160 中央の一部（野上・野下)・本通の一部（本通上・本通中・野添） 香賀　敬一
161 山下 山腰　　進

地区 担　当　地　域 氏　名

一
之
宮

162 東・中央の一部（日影）・宮元　 青木　　誠
163 一之宮・本通の一部（本通下） 住　きよ美
164 主任児童委員 井口　啓子

久
　
々
　
野

165 橋場東 高井　茂光
166 橋場西 今井　明恵
167 中組・上組 青木　梅枝
168 反保川西 榎　　吉朗
169 反保川東 高原眞由美
170 西洞・山梨 坪之内妙子
171 柳島・久須母・坂屋 早瀬　洋子
172 小屋名・辻 長瀬　邦彦
173 大西 今井多貴子
174 引下・小坊・木賊洞・大坊 中垣内一雄
175 長淀・渚・片籠・阿多粕 西永　祥一
176 主任児童委員 岩佐　靖子
177 主任児童委員 矢嶋千穂美

朝
　
　
日

178 見座・小瀬・立岩 坂本　妙子
179 小谷・甲 森本　　守
180 万石・青屋 井原　保澄
181 上ケ見・寺澤・浅井・寺附・大廣・黒川 林　　歌子
182 西洞 橋本　静夫
183 一之宿・宮之前・桑之島・胡桃島 田中　昌子
184 主任児童委員 川邊　説子
185 主任児童委員 新井　敏幸

高
　
　
根

186 中洞・中之宿・猪之鼻 山下　一秋
187 上ケ洞・池ケ洞・黍生 武藤美惠子
188 阿多野郷・野麦 小澤　米光
189 日和田 松坂　正一
190 小日和田・留之原 増田　光子
191 主任児童委員 増田　真美

国
　
　
府

192 三川・村山 田井外志雄
193 上広瀬・糠塚 堀尾　照子
194 金桶・名張 前畑　敏政
195 瓜巣 田中　隆平
196 宇津江 塚谷　勝義
197 宇津江（２区） 鈴木　正繁
198 宇津江（３区） 清水　宣行
199 広瀬町（1組・2組） 宮腰　寛雄
200 広瀬町（3組・4組・5組・6組） 下畑真美子
201 広瀬町（7組・8組・9組・13組） 田中　敏雄
202 広瀬町（10組・11組・12組） 掛上　恒雄
203 三日町 二山　忠昭
204 蓑輪・今 山下貴美子
205 宮地・東門前 駒屋眞由美
206 西門前・八日町 大池　惠子
207 漆垣内・桐谷・半田 田中　雄子
208 木曽垣内 大洞　　暢
209 鶴巣・山本 島田美保子
210 主任児童委員 倉坪　芳江
211 主任児童委員 長尾　兼夫

上
　
　
宝

212 平湯・福地 森奥　貴司
213 一重ヶ根 小倉　健史
214 中尾・神坂・栃尾 今田　英一
215 村上・今見・田頃家・蓼之俣・柏当・笹嶋 清水　洋子
216 葛山・長倉・岩井戸・鼠餅 上地　　靖
217 金木戸・双六・中山・見座 杉本　政祥
218 新田・宮原 和田　次郎
219 在家 池田　光彦
220 本郷 牛丸　繁子
221 吉野 谷上　　諭
222 荒原・蔵柱 袖垣　光恵
223 主任児童委員 奥村　陽子
224 主任児童委員 扇田　啓子

※市の定数は225名であるが、荘川地区で１名未定


