
  ２０９名の方が　『むつ市保健協力員』　として委嘱されています。地域の皆様の健康づくりにご協力いただきます。

  健康診査の申し込み、地域での健康教室開催、保健事業に対してのご意見等ありましたら、お近くの保健協力員へお気軽にご相談ください。

  （任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日）

町　名 氏　名 町　名 氏　名 町　名 氏　名 町　名 氏　名 町　名 氏　名 町　名 氏　名 町名 氏名

柳町 鷹架　恵美子 新町 石田　和子 大湊浜町 秋濱　智子 新町 石田　文子 赤川 二本栁　由紀子 東町 宮下　美津子 清水町 川井　照子

柳町B 永元　明美 遠藤　静子 木野部 橋本　真喜子 京谷　悦子 川崎　真弓

横迎町 坂下　江差子 新谷　泰造 藤林　洋子 笠嶋　るみ子 工藤　秋子 浜町 佐々木　英子

濱田　久美子 苫生町 小鷹　勅子 大湊上町 祐川　和子 澤野　充子 二枚橋 佐藤　公子 新町 根本　辰子 下町 川井　よし子

山本　圭子 増田　とよ 祐川　静枝 中山　るい子 山口　悦子 井上　美幸 緑町 川崎　宏美

上川町 田中　則子 三國　秀子 吉田　房子 山本　柳子 杉本　直子 高城　祥子 本町

栗山町 太田　陽子 昭和町A 皆野　千雅子 川守町 勝浦　弘子 谷地町 杉野　登志江 孫次郎間 木村　秀子 玉内　三枝 谷地町 加藤　智子

山田　佳子 昭和町B 櫻井　眞智子 佐々木　和子 戸澤　眞理子 北田　カツヱ 中島 松本　千津子 親和町 田中　かずゑ

丸山　昇子 中里　文子 佐々木　敬子 中町 日隅　尚子 傳法　千惠子 工藤　妙子 港町 脇江　君枝

槌川目 宮川　肖子 浜町 佐藤　八保子 湯坂下 篠原　洋子 金平　尚子 上町 滝本　恵志

椛山 佐藤　京子 若松町 小鹿　百合子 宇田町 柳谷　由紀子 仲崎 小野　喜佐子 吉田　哲子 松本　嗣生 渡向 田中　洋子

斗南岡 竹内　伊里子 浜中　節子 桜木町 小鷹　喜代美 川野　妙子 仁木　ゆき子 湊 武内　敬子 弥生町 角谷　恵子

品ノ木 細川　夏子 赤川町 江刺家　孝子 清野　尚子 柴田　友子 田村　敏子 扇谷　壽子 小沢 菅原　よね子

小川町 下山　弘子 南赤川町 小枝　千代子 村中　祐美子 中島　あい子 高橋川 山本　せい子 笹谷　久美子 中村　美加子

中村　とし子 金曲 蛇沼　てつ子 米谷　美知子 藤田　静子 小目名 畑中　明子 神田　優子 山本　夏恵

西堀　惠子 大曲 伊藤　千惠子 宇曽利川 安野　真理子 米田　裕子 畑中　麗子 佐々木　有美子 瀬野

森小　静子 川村　真利子 新城ヶ沢 木村　遺子 渡部　節子 兎沢 上野 石田　芳子 脇江　登美子

金谷 舩木　悦子 竹林　千代子 泉沢 林　義明 田野沢 毛馬内　純子 奥　なみ 新井田 松浦　文子
金谷ニュータウン 上路　京子 山田町A 小山内　あや子 城ヶ沢 吉田　章子 銀杏木 佐々木　真紀子 虻川　寿子 戸田　美代 寄浪 立石　博子

平田　賢子 西村　みつ子 角違 濱田　久美子 安部城 南町 長谷川　えみ子 澤田　誠子 蛸田 杉本　里美

緑ヶ丘 太田　洋子 大川目 工藤　圭子 袰川 五十嵐　弘子 福士　玉江 布谷　優子 滝山 大間　康子

佐藤　千春 三角　鶴子 大室平 中村　みどり 初見 長内　文子 蝦名　昭子 藤村　節子 片貝

畑中　美紀子 松森町 浦谷　イサ 奥内 立花　有希 神　孝子 柳沢　公子 井戸端　榮美子 源藤城 大浦　きぬ子

十二林 藤田　京子 中村　和美 桧川 東　美沙子 本町 長津　正子 正津川 宮川　ゆき子

小松ヶ丘 杉本　静代 文京町 佐々木　千佳子 高梨 舘　晶子 菊池　まき子 夏井　美保子

谷川　周子 大平町 二本栁　稚子 川代 浜田　清子 浜田　丈子 中居　千賀子 氣仙　惠子

山崎　フミ子 藤谷　登美枝 水川目 川端　留美子 宿野部 加藤　富貴子 木下　良子 若山　ゆり子

松山 阿部　誠子 坂井　昌子 橋本　志保子 畑中　淑恵

古川町 竹内　節子 高島　清子 池田　志磨子 氣仙　ひろ

能渡　良子 蛎崎 大室　祥子 東町 千葉　次子 山田　玲子

栄町 村岡　チヤ 宮川　リカ子 渡邊　誠子 気仙　博子

緑町B 舘山　久江 岡田　きさ子 関根橋 荒木　みね

大坂　久美 工藤　いり子

下北町 尾花　せい

川下　みどり

【川内地区】 【脇野沢地区】【大畑地区】【むつ地区】

〈担当〉

本庁舎 健康づくり推進課 電話 ２２－１１１１（内線２５７5）

川内庁舎 市民生活課 電話 ４２－２１１１

大畑庁舎 市民生活課 電話 ３４－２１１１

脇野沢庁舎 市民生活課 電話 ４４－２１１１

新しい『むつ市保健協力員』をご紹介します


