
民生委員・児童委員　担当地区一覧

21 川守町 欠員 6 仲崎（旧道） 渡　部　節　子

1 新　町 石　田　武　士 22 川守町 菊　池　三千郎 7 仲崎（初見） 本　多　康　子

2 新　町 二本栁　　　孝 23 宇田町 欠員 8 仲崎（新道東） 濱　中　久　子

3 新　町 長　津　政　弘 24 宇田町 柳　谷　　　稔 9 仲崎（新道西） 高　松　郁　子

4 新　町 八木橋　清　三 25 桜木町 石　澤　誠　造 10 袰川・戸沢 佐々木　アツ子

5 新　町 欠員 26 桜木町 坂　本　悦　子 11 田野沢・石倉 谷　川　美江子

6 新　町 向　井　　　仁 27 桜木町 村　中　祐美子

7 海老川町 川原田　俊　一 28 宇曽利川 安　野　真理子

8 海老川町 欠員 29 新城ヶ沢 木　村　遺　子 13 畑・湯野川 下　山　サダ子

9 海老川町 成　田　次　雄 30 城ヶ沢 吉　田　直　子 14 上小倉平・下小倉平 板　井　　　久

10 海老川町 中　嶋　　　実 31 泉沢・永下・近沢 小　林　　　均 15 桧　川 蛭　名　正　三

11 昭和町 坂　本　廣　孝 32 角違・大川目 欠員 16 宿野部 岩　本　哲　男

12 昭和町 川　口　ゆり子 33 主任児童委員 欠員 17 蛎　崎 中　村　るり子

13 昭和町 白　濱　和　子 34 主任児童委員 欠員 18 主任児童委員 野　坂　久美江

14 緑　町 村　上　準　一 19 主任児童委員 佐　藤　裕　子

15 緑　町 菊　池　美　枝 1 田名部町・本町 欠員

16 下北町・港町 横　山　正　敏 2 柳　町 西　川　和　生 1 赤川・木野部・佐助川 田　嶋　優　子

17 下北町 横　山　美　保 3 柳　町 若　佐　直　子 2 釣屋浜・二枚橋 髙　松　桂　子

18 仲　町 佐々木　典　雄 4 柳　町 木　村　　　茂 3 孫次郎間・涌舘 木　村　秀　子

19 仲　町 藤　田　直　子 5 柳町・女舘 欠員 4 湯坂下 佐　藤　うめ子

20 若松町 佐　藤　きぬ子 6 柳　町 岩　崎　金　蔵 5 湯坂下 篠　原　洋　子

21 金曲一丁目 佐　藤　みどり 7 横迎町 遠　藤　清　晴

22 金曲一丁目 欠員 8 横迎町 宮　本　　　歩

23 金曲二丁目 須　藤　德　子 9 横迎町 手間本　政　則 7 兎沢 栁　谷　直　枝

24 金曲三丁目 赤　井　冨　子 10 上川町 木　村　　　博 8 南町・松ノ木・観音堂 蝦　名　昭　子

25 苫生町一丁目 大　泉　登美子 11 上川町 手間本　節　男 9 本町・松ノ木ノ内土場 伝　法　百合子

26 苫生町二丁目 欠員 12 小川町 福　嶋　雄次郎 10 本　町 中　居　省　悟

27 南町・松原町 鈴　木　寿　子 13 小川町 村　中　純　二 11 東町・本門寺前・伊勢堂 佐　藤　佳　子

28 赤川町・南赤川町 畑　中　みさを 14 小川町 山　本　幸　美 12 筒万坂・庚申堂・東町 海老名　淳　子

29 大曲一丁目 佐々木　　　満 15 小川町 吉　田　信　子 13 新　町 佐　藤　慶　一

30 大曲二・三丁目 中　嶋　泰　子 16 小川町 吉　田　温　美 14 中　島 中　西　輝　子

31 金谷沢・大室平 黒　滝　美代子 17 栗山町 田　中　由喜夫 15 中　島 岩　﨑　由美子

32 奥内・今泉・石蕨平 鍋　谷　昭　弥 18 椛山・尻釜・宮後 齊　藤　　　茂 16 湊　村 堺　　　達　哉

33 近　川 成　田　　　豊 19 赤坂・和泉町 宮　本　由美子 17 湊　村 傳　法　千代子

34 中野沢 中　島　鱗　治 20 土手内 佐々木　弓　子 18 上野 船　木　敏　夫

35 主任児童委員 小　原　由紀子 21 最花・斗南岡 田　中　力　雄 19 上野・水木沢 戸　田　美　代

36 主任児童委員 若　山　睦　子 22 品ノ木・酪農 堀　江　和　夫 20 上野・水木沢 種　市　テ　ツ

23 品ノ木 中　村　　　一 21 正津川平 木　村　和　男

1 山田町 白　川　光　治 24 金　谷 加　賀　辰　也 22 正津川・正津川平 畑　中　正　彦

2 山田町 三　角　鶴　子 25 金　谷 阿　部　利　男 23 正津川・正津川高待 湊　谷　和　子

3 山田町・文京町 平　山　政　美 26 後田・松山・岩菜 太　田　平一郎 24 関根橋 澤　田　眞紀子

4 荒川町・松森町 新　谷　正　利 27 緑ヶ丘 山　端　正　壽 25 主任児童委員 畑　中　り　つ

5 文京町 石　田　忠　哉 28 十二林 澤　谷　新　一 26 主任児童委員 石　田　芳　子

6 文京町 齋　藤　直　史 29 中　央 欠員

7 旭　町 佐久間　隆　司 30 中　央 大　林　良　子 1 本　村 安　田　祥　導

8 旭　町 小　林　照　雄 31 南関根・名子・水川目 欠員 2 本　村 三　上　　　恵

9 大平町 川　森　浩　史 32 北関根・高梨 杉　山　和　子 3 小　沢 山　本　敏　彦

10 大平町 二　階　信　男 33 浜関根 畑　中　み　ち 4 弥生町・港町・瀬野 立　石　長四郎

11 大平町 大　室　洋　子 34 出戸・川代 遠　藤　とよ子

12 大平町 井　本　勝　巳 35 烏沢・新田 山　田　あ　さ

13 並川町 越　膳　陽　一 36 主任児童委員 欠員 6 滝山・片貝・源藤城 片　川　春　樹

14 大湊新町 欠員 37 主任児童委員 川　上　和　枝 7 主任児童委員 川　崎　真　弓

15 大湊新町 辻　　　登志雄

16 大湊浜町 髙　塚　三枝子 1 新町（東） 山　本　柳　子

17 大湊浜町 布　施　勝　大 2 新町（西） 渡　部　あつ子

18 大湊上町 佐々木　マリ子 3 熊ヶ平～板子塚 澤　野　充　子

19 大湊上町 佐々木　孝　義 4 谷地町～上町 戸　澤　眞理子

20 川守町 二本栁　裕　子 5 浜町～中浦町 森　山　惠　子

5
新井田・寄浪
蛸田・九艘泊

脇江忠廣

川内地区民生委員児童委員協議会

○連絡先等については、福祉政策課へお問い合わせください。

脇野沢地区民生委員児童委員協議会

（令和4年5月23日現在）

田名部南地区民生委員児童委員協議会

田名部北地区民生委員児童委員協議会

大湊地区民生委員児童委員協議会

大畑地区民生委員児童委員協議会

6
高橋川・小目名
薬研・堂近

山　本　　　實

銀杏木・安部城
せせらぎ荘

12 徳　田　洋　子


