
民生委員・児童委員名簿 2021年5月21日

N O 単位協 担当地区 担当委員

1 三野 清水（南・中・北・ふるさと団地・西の東・西の西・上野） 森浦　昭博

2 三野 加茂野宮（里東・里西・東王地・西王地・王地団地・ふるさと団地） 宮本  久子

3 三野 勢力（東・南・中・西・上野） 山口　達郎

4 三野 芝生（門所・上東・上西・若芝台・中東・中西） 北川　和明

5 三野 芝生（東町・本町・仲町・西町・西新町・東新町・坂ノ上） 阪本　惠子

6 三野 芝生（栄町・団地北・団地中・団地南・団地東・第二北団地） 郡　明子

7 三野 東川原（東・北東・西・北西） 栗林　和代

8 三野 太刀野（谷東・中条・西ノ久保・原・団地） 川口　好美

9 三野 花園（団地・中・上・上新町・下新町） 中　美紀

10 三野 滝奥・東谷・大屋敷 中西　清市

11 三野 藤黒・川又西・川又東 矢田　薫

12 三野 中屋（西・東）・栗林・太刀野山大平 藤川　真美

13 三野 馬瓶・土釜・井ノ久保・田野々 高井　廣幸

14 三野 主任児童委員 小笠原　敬子

15 三野 主任児童委員 黒島　貞子

16 池田 水木町・池田ニュータウン・供養地東・供養地西・町営ヤマダ 小西　和則

17 池田 島東・島南 松端　利文

18 池田 島西・提宮下 藤川　孝

19 池田 新町中・新町西・北新町西・杉尾通 勝瑞　博文

20 池田 南新町（中・南・東・西） 上野　悦布

21 池田 南新町（北・ハヤシ・上町）・親愛会 池内　一宏

22 池田 鍛冶屋町・北新町東・新町東 中本　忠

23 池田 新東町・池田東町・池田本町 向井　教陽

24 池田 西町東部・谷町・中町・東中通二 山田　悦久

25 池田 大通昭和・庚申町・西町本部・中通 千葉　秀治

26 池田 西町大通・新地（東部・大通）・大通西 山下　昌稔

27 池田 駅前（南・北・西）・銀座西 瀧下　宙子

28 池田 栄町（東部・西部）・銀座（中・東）・弥生 脇　幹人

29 池田 矢塚町・西中通三 上野　孝三

30 池田 上野大通・大道・御幸町（東・西） 豊田　能久

31 池田 柳川東・柳川西・高友 山下　善久

32 池田 上野中大通・上野中部・丸山町北 徳善　之浩

33 池田 丸山町（南・中・西） 岡田　マツミ

34 池田 新生会・池南（東２・東・南） 宮川　春夫

35 池田 池南北・池南西 池内　義昭

36 池田 板野 矢野　勝廣
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37 池田 新山・新山第2 中内　栄一

38 池田 東部・東部第２・中部１・中部２ 新田　忠春

39 池田 西部北・西部南・土用・西部第２ 丸岡　明美

40 池田 上ノ段・下ノ段・池田中津 前田　孝樹

41 池田 西山浜 小椋　利彦

42 池田 只安・安広・洞草 川人　康則

43 池田 入体・峰ノ久保・木屋床 床西　昇

44 池田 落・舟原・池田中尾 中谷　一人

45 池田 下ノロウチ東・下ノロウチ西 塩出　美佐子

46 池田 北一・北二・北三 三木　幸代

47 池田 中一・中二 長内　和代

48 池田 高戸星・久保・中西南 檜皮　内次

49 池田 漆川橋・大田・久尾・宮平・国畑・梅ノ谷 川原　朋昭

50 池田 中津川・北谷・越替・小林・南谷・大川南・大川北 大西　始

51 池田 石立・池田正夫・影野・明瀬 川野　忠晴

52 池田 大利（空・八幡・込・西） 真鍋　廣美

53 池田 川崎込・川崎空東 舩井　功

54 池田 川崎空西・西谷 谷内　和雄

55 池田 出合・山貝・千足・京田・大申（上・下） 喜多　一幸

56 池田 石内上・石内下・上尾後・下尾後 藤邨　秀明

57 池田 本名（上・下）・五軒・池田黒川・宮石 浦松　宏一

58 池田 佐野（中西・上組）・境谷・大宗・有安 根引　典二

59 池田 池田（林・和田）・宮・中央・高毛・沼谷 高橋　禎

60 池田 朝日・堂面・日の出・天神・大泉 森　麗子

61 池田 宮ノ下・境宮・上浦・双子布・峰友 上浦　和廣

62 池田 北名・天神丁・栄・白地峰・光陽台 宮川　淸文

63 池田 城・池田中・池田大西 東川　高志

64 池田 橋ノ谷・三好橋・仙野・フコヲベ 山下　博正

65 池田 井ノ久保（東・旭・栗野・上） 佐田　耕二

66 池田 敷ノ上・馬場（東・中央・西） 山口　良文

67 池田 ノロウチ（上・中・下） 齋藤　整子

68 池田 主任児童委員 林　美津子

69 池田 主任児童委員 大西　美津代

70 池田 主任児童委員 富永　佐代子

71 山城 大和川・若山･池田大和川 華岡　裕政

72 山城 下川 中岡　洋司

73 山城 大川持・川口 菅井　弘昭

74 山城 寺野・相川 勺代　康史
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75 山城 政友・柴川・瀬貝・脇 脇　博

76 山城 大谷・佐連・大月 梅本　孝行

77 山城 茂地・小川谷 池川  孝徳

78 山城 大野・信正 久保　文博

79 山城 八千坊・黒川 笹岡  美津江

80 山城 頼広・赤谷・平野 今村　善孝

81 山城 岩戸・引地・末貞 大石　孝親

82 山城 国政・重実・殿野・白川口 吉川　利昭

83 山城 中野・有宮・白川・光兼 杉村  保代

84 山城 仏子・尾又 鞆総　操

85 山城 粟山 岡尾　満恵

86 山城 大津・上西宇・峯 森脇　弘子

87 山城 水無・内野尾・六呂木・赤野 合田　惠美子

88 山城 平・平上 坪井　純子

89 山城 津屋・上名影・羽瀬 田本　幾雄

90 山城 大川・下名団地・柿野尾 栗下　廣志

91 山城 下名影・南日浦・境谷・日浦 森本　良徳

92 山城 主任児童委員 川上　良枝

93 山城 主任児童委員 近藤　千代

94 井川 旭町・浜東・浜西・新町 佐藤　豊美

95 井川 仲ノ町・本町・井関・向坂・流堂 山下　武久

96 井川 西新町東・西新町西 坂本　董忠

97 井川 中村（東・南・西・団地・南団地・東団地） 大西　善子

98 井川 女法寺・吉本・北内 大西　視郎

99 井川 森・出ノ上・長尾・近金 白井　春美

100 井川 相知・須賀・西井川坊・末・相知団地・吉野川団地・須賀２号団地 石山　明子

101 井川 下吹・上吹・正夫・大森 近藤　倶子

102 井川 大久保・下久保・馬路・倉石・松舟 大西　友江

103 井川 向・井内坊・吉木・中津 長谷　浩隆

104 井川 馬場・平・岩坂・冬・桜・知行・荒倉 大西　芳弘

105 井川 駒倉・下影・上野住・下野住 西井　洋子

106 井川 上西ノ浦・北地・下西ノ浦・色原 惣田　ツネヨ

107 井川 尾越・杉ノ木・段地 近藤　眞和

108 井川 安田・三樫尾・里川（東・本村・西） 近藤　定雄

109 井川 主任児童委員 吉岡　弘惠

110 井川 主任児童委員 石井　一次

111 東祖谷 名頃 名頃　正

112 東祖谷 菅生（陰・陰奥・日浦下・日浦中・日浦奥） 西岡　晃
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113 東祖谷 久保東・久保西・久保陰 久保　千津美

114 東祖谷 西山・九鬼・かずら原・中上 岸　光人

115 東祖谷 落合西・落合東・落合南・深渕 樫浦　知美

116 東祖谷 下瀬下・下瀬上・栗枝渡・栗枝渡奥・奥の井・釜ケ谷 宮下　靜男

117 東祖谷 京上・下浦・林・大枝 土井　浩和

118 東祖谷 若林・阿佐・麦生土・新居屋・大西・元井 中谷　正雄

119 東祖谷 小川・樫尾・古味・栂の峰 上西　光男

120 東祖谷 下釣井・上釣井・今井・和田 市岡　日出夫

121 東祖谷 小島・佐野・高野 井下　正

122 東祖谷 主任児童委員 宮地　昭子

123 東祖谷 主任児童委員 向井　敬治

124 西祖谷 有瀬上・有瀬下・谷間 赤松　恭一

125 西祖谷 吾橋（上・下・西名・中屋）・榎・土日浦 平石　安雄

126 西祖谷 徳善・西岡・後山 大西　一雄

127 西祖谷 尾井ノ内・戸ノ谷・田丸・一宇枝・田ノ内上・田ノ内下 岩崎　京子

128 西祖谷 重末日浦・重末蔭・冥地 古井　秀子

129 西祖谷 一宇南・一宇北・小祖谷西・小祖谷東・下名 中山　守一

130 西祖谷 今久保・中尾・閑定 椋本　稔

131 西祖谷 善徳（西の西・西の東・かずら橋） 谷口　友一

132 西祖谷 善徳（東の西・東の東）・名越 古泉　廣

133 西祖谷 主任児童委員 鈴木　富子

134 西祖谷 主任児童委員 山田　京子
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