
（敬称略）

（任期：令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日）

区域 担当地区 氏名 区域 担当地区 氏名

浄南（東町、太田町・南新町の一部） 江﨑　洋志 堀の内、町、洲の崎 靑柳　美幸

浄南（浄南町） 宮迫　一仁 松原、元、宮口 原田　禮子
浄南（南新町、浄南町、太田町の一部） 野島　ひろみ 明瀬 明瀨　照子

中南 松山　智子 浜洲、ほんどの森 中元　トシミ

中南 規矩　美智子 旭町、三軒屋 濱洲　武雄

山の手 濱　　信子 金ケ丘 櫻井　秀美

下町 選考中 主任児童委員 木原　成美

上南 益田　敬子 主任児童委員 原田　由紀

浜津 山本　勝彦 宇土、春登、後堀、開場、友尻 松本　崇美代

港町 苑田　澄秀 通山 山本　隆雄

土手、上町 田中　惠美子 寺中 川上　光行

東浜 柴田　健次 上 長川　令子

西浜 谷口　博行 下潟 舩元　修次

船之尾 川田　眞理子 下浜田 平本　晶子

古川 松根　美穂 上浜田 山口　誠治

川原新町 山下　千代子 上浜田 選考中

下川原 赤木　武男 恵比曽、新田 井上　恵紀子

上川原 倉田　美保子 長野大迫、宇津木、大地 山下　浩二

上川原 原田　昌治 中央 久々山　利美

中山口 橋本　惠子 大野迫、寺の尾・仮俣 靏野　淸安

中山口 泉　　ちかえ 久保登、方原 森下　千秋

内柿、溝端、山の口 横田　早苗 上の原 飽田　洋子

内柿、溝端、山の口 村端　寿美 新田 鬼塚　悦子

半河内 山下　篤子 今村、釜、錦島、大友尻 寺岡　豊子

主任児童委員 原田　磨奈美 舟津１、舟津２・３、舟津４・５、舟津６ 和田　ます子

主任児童委員 宮﨑　公子 立浦観音 大中　秀行

城下 平山　壽美子 南、西 松川　とみ子

浜崎 石井　省介 東（樫ノ木）、中 平野　恵一

牛の首 鶴田　盛高 東（豆木場）、北 山下　由美子

牛の首 内保　良隆 主任児童委員 原田　峰子

馬場 丸田　千並 主任児童委員 和田　眞理子

中村 川原　征一郎 志柿東、宇土 山本　元美

山仁田 金子　誓志 村下、志柿中央、志柿西 武内　量司

本泉 山下　久美 瀬戸上、瀬戸町 赤尾　けい子

今釜 中村　純一郎 瀬戸中央、加志 江崎　和弘

今釜 谷口　淳一 知ケ崎 渡邊　祐二

今釜新町 武藤　隆士 知ケ崎 野口　孝峰

小松原 小島　美枝 仲ノ浦、東瀬戸 江﨑　平治

小松原 岩﨑　成義 東外園、西外園、湯貫柿塚 選考中

大門口 山田　懐子 村、松崎、西、野中樫木 佐々木　安子

広瀬 山﨑　隆子 石場・広崎、金焼 松岡　初美

大矢崎 小場　和範 平床、小手 柿塚　文伸

大矢崎 鮫島　里子 江浦須森、下船場、中船場、上船場 千葉　みさ子

大矢崎（北浜町） 中上　智子 主任児童委員 富田　京枝

茂木根 池田　清美香 主任児童委員 江浦　むつえ

茂木根釜 松原　雄二 岡東（１～１６） 木下　重人

寺領、新休、横久保 杉本　千恵子 岡東（１７～３３） 山口　健三

福岡、平床下 松下　美枝子 岡東（３４～４９） 里﨑　悦子

宇土、鶴 田中　庄一 岡東（５０～６３） 石原　利恵子

下河内、枦の原 野嶋　　勇 岡一、岡二 佐藤　剛作

上在郷、下在郷、寺の尾 益田　秀人 岡三、岡四 吉村　初音
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（敬称略）

（任期：令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日）

区域 担当地区 氏名 区域 担当地区 氏名

船津 江上　次子 赤崎５（旧10）、６、７ 濱田　幸人

真浦 波多　朝子 上津浦１ 渡邊　俊子

加世浦（１～１２） 三瀬　ほなみ 上津浦２、３ 杉本　　豪

加世浦（１３～２８） 中村　信勝 上津浦４、５ 山下　政治

宮崎（西側） 波戸根婦美子 下･迫･平 今福　常子

宮崎（東側） 宮﨑　精一 宮本、山浦 河内　正一

鬼塚（１～１４） 岩﨑　ナヲミ 小島子上、小島子下、鷲口 松多　伸子

鬼塚（１５～３０） 吉永　智昭 上･園田、入角･鬼塚(旧入角) 藪　　千里

須口（１～１３） 柗本　光雄 下･江口、入角･鬼塚(旧鬼塚) 道上　成美

須口（１４～２６） 舩越　ひるよ 船津、中津、東沖の田、西沖の田、大矢 川上　千之

茂串（１～１１） 雪見　よりえ (主任児童委員) 吉﨑　一三

茂串（１２～２２） 野田　幸恵 (主任児童委員) 入部　一代

元下須 坂本　眞吾 古屋敷、村・向 山並　照美

天附（本郷） 古田　文香 唐木崎 山下　リエ子

天附（西目） 山上　節子 元浦 坂田　文昭

天附（東目） 小森　たつみ 大浦 黒田　浩記

天附（砂月） 砂月　昭子 牧本 長井　忠光

主任児童委員 吉浦　安子 長浦 選考中

主任児童委員 寺元　義光 椛の木 松﨑　ちづ子

吉田一区 佐々木秀之 横浦 岩本　昭一

吉田二区 津口　泰子 杉浦 吉田　和也

大脇 片白　健次 崎浦 福林　敏和

上揚、村田 津端　郁雄 上脇 田中　之子

かじや、明石 明石　タエ 下脇 齊藤　幸代

中の浦、大の浦 金棒　千文 上竹地、下竹地 杉本　美喜子

山の浦 矢田　勝行 越地 野島　陽子

内の原 小田　和子 外平 福部　安雄

一区 福本　素子 主任児童委員 古田　啓子

二区 佐々木清一郎 主任児童委員 小平　厚江

浦越、福津 福本　　操 浦１区（向名桐、名桐） 新地　久子

池田 大西　愛弓 浦２区(赤仁田、平野)、６区(新町) 松野　正治

下平 尾上　有道 浦３区(中原、家久栄) 蓮田　芳美

船津 口元　隆継 浦４区(松尾、小浦) 鶴戸　若造

東多々良 橋口　和久 浦５区(引地、中浦) 春木　勝子

中浦 中元　清二 棚底１区(南平、旭東、旭西、目玉) 駒﨑　隆義

浅海 藤本　勝彦 棚底２区(山崎、上揚) 大手　健三

亀浦（上） 森﨑　富子 棚底３区(歳川、横道) 森内　健二

亀浦（下） 船﨑　和生 棚底４区(倉本、小崎、鳴川) 吉田　貫志

早浦 濵﨑　幾子 棚底５区(曙東、曙西) 橋本　かち代

向辺田 江嵜　芳廣 宮田１区(才ツ原)、２区（小沚潟） 山並　邦康

主任児童委員 猪原　たか子 宮田２区(大宮田) 原田　節美

主任児童委員 藤川　博美 宮田３区(西ノ原) 金子　祐昭
楠甫１（江ノ浦、下村）、中津浦、山浦 田中　由美子 宮田４区(浜田) 濱﨑　まち子

下毛、蛤 岡部　一美 宮田５区(境目) 水上　そのゑ

遠郷（桑ノ浦、小畦･水車） 丸田　洋一 主任児童委員 山畑　康恵

横洲･東（東）、白当、大間崎 五嶋　直子 主任児童委員 川元　粹子

山浦･船津、横洲･東（横洲） 洲﨑　美知子 大河内 竹馬　まさみ

東（北、東、祇園） 濱﨑　　誠 中河内 末松　　强
西（中央、昭和、西） 五嶋　盛子 下河内 早井　慎也

赤崎１、２、３（旧４） 植村　德男 打田、湯船原上 玉田　るり子
赤崎３（旧５、６、７）、５（旧８、９） 吉田　裕美子 村 本多　徹也
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（敬称略）

（任期：令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日）

区域 担当地区 氏名 区域 担当地区 氏名

山浦 山田　賢明 第２５区(上野口、須良道、西の木場、上野、東野、
中野下・上、野角、田代下・向、市平、平、松の 猪口　俊孝

川下 渡邊　優子 第２６区(村木、共進、山仁田、日之出、田平、共
栄、仙の平、平家松、浦仁田、井手河内) 野口　　充

浜、湯船原下 浦　　芳美 第２７区(平河内上・下、仲間、三治、打越下) 松下　香苗

古江、稚児崎 木村　廣明 主任児童委員（東地区） 山﨑　壽美香

主任児童委員 樫原　世師子 主任児童委員（西地区） 田口　節子

主任児童委員 松本　由美子 上（牧、皆廻、八丁） 山下　照夫

馬場下 上原　伸孝 中（川向、村中、六本木、佐世布河内） 川崎　滿寿子

平、棒の鶴 坂口　公一 下（小野、志田原、上石立、下石立） 山本　千行

馬場上、切越 野中　清也 轟（松の平、内山、黒辺）長畑（浜平、長畑） 永田　文敏

諏訪、渡ノ浦 島田　康人 宮の本、湯の本 荒井　惠子

宮地浦 福田　　満 鬼海、佃浜、下田南中央（中村、中野、尾崎） 白石　明美

高二、立 小場　正昭 諏訪（諏訪１、諏訪２） 松下　智洋
中山、中浪、大宮地中央（高見） 谷口　和美 大庵皿山（皿山、大庵、十三野） 小林　美代子

大宮地中央（中村）、大宮、釜 須加原　直美 元向内峰（元向、内野、峰平）、中向 森　　満里子

小峰、下大多尾、大多尾中央 岩下　隆左久 白木、松下 水島　喜和子

浦方先、浦方中、浦方新開 船辺　正治 上河内大野（上河内、大野） 山﨑　一磨

長野、天樫 志山　哲美 宮の平（宮の前、西平） 太田　康德

東、港 平木　有人 浜里、大江中央（西） 岩下　伸一

村中、西 小川　京子 越崎（越崎、道向、西平） 野田　利恵

碇石上、碇石下 新木　銘子 野中（芙頭、黒勘根、田渕） 池田　和浩

主任児童委員 本田　津枝子 大江中央（里、桑鶴） 浦口　仁美

主任児童委員 福岡　啓充 横浜（横浜東、横浜西）、唐崎 橋野　君佳
第１区(外平、小串中・下、東下、山の口、周寺、向
小串、黒崎、塘) 堤田　美枝子 軍ヶ浦 青木　義則
第３１区(新地、貝津東・西、浦園、鳥越、旭ヶ丘、
北鳥越) 神田　節惠 主任児童委員 行合　八恵子
第２区(洲の崎、築地、町東・西、上東・西・南) 勝木　里子 主任児童委員 中田　朋美
第２区(新町南・北、東浜、川端、岩の上、舟津、犬
崎、馬場) 本嶋　猛博 立原 本多　文孝
第３区(在郷上・下・東・西、大明神、浜開、北山
浦) 濱﨑　かほる 上津留、下津留 橋本　惠子
第４区(六田、堀南・北、山の木、枦川、中・南山
浦) 長野　　誠 市平 田中　　保
第５区(辺田西・東、東・西浜田、一尾、田道、釘原
上・下) 山本　幸伸 板之河内、十三野 長野　次廣
第６区(向１・２組、新屋敷、小浦、奥西、西、須の
崎、木戸方、大塘、かんな) 佐々木三紀子 今村、益田 平野　悦子
第７区(宮の下、三軒屋、原東・西、古里東・西) 野﨑　穀成 葛河内 平野　久美

第８区(鬼池１～８、３９組) 小川　フサコ 平野 平野　勝子

第９区(鬼池９～１９、４０組) 宮﨑　繁美 倉田 大西　　惠

第１０区(鬼池２０～２５組) 宮﨑　三加子 中村 杉本　公一

第１１区(鬼池２６～３１組) 迫下　美佐香 下田 若田　　博

第１２区(鬼池３２～３８組) 森下　文子 白木河内 大橋　俊親

第１３区(田向、君川水) 太田　京子 久留、主留 山下　幸親

第１４区(須ノ脇) 田口　広香 古江、路木 坂井　幸弘

第１５区(土手の内、浦ノ木) 松本　一司 下町、中町 本田　五美

第１６区(崎中) 勘﨑　輝美 船津、向江 山下　節子

第１７区(上方) 橋本　正彦 志茂、西河内 倉田　政和

第１８区(西三) 森本　文隆 大川内 野中　美知子

第１９区(島上、島下) 森嶋　砂美 小島 大田　光豊

第２８区(通詞、紫明寮) 野中　公子 松崎、西高根 三宅　佐代子

第２９区(松ノ内) 山本　幸子 舟津 手塚　　良

第３０区(新浜) 大塚　いつみ 本郷北、本郷南 三宅　好郎
第２０区(平久保、寺中上・下、舟ノ尾、志岐道上・
下、大渡上・下、西瓜木場) 岩崎　まき子 女岳出、女岳外 池田　典子
第２１区(中の井手、志田の原、一の谷) 長島　政德 上平 松本　秀樹
第２２区(小峰、丸木場、古川、寺田、木場、九両、
柳原上・下) 鳥羽瀬三紀子 主任児童委員 竹内　美由紀
第２２区（橋柿上・中・下)、第２３区(山浦上・下） 山形　　誠 主任児童委員 池田　亜子
第２４区(上野原、大野、楠原、野口) 金井　由喜子
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