






　四　　中　　地　　区（つづき）
担　当　町　名 氏　　名

桜ケ丘町（13～19、31～33、37～46） 小　林　妙　子
桜ケ丘町（20～30、34～36、47～51） 二　田　　　幸
国分町 宮　内　敏　夫
下高津一丁目（1～16番） 横　田　由美子
下高津一丁目（17～22番） 矢　口　俊　江
下高津二丁目（1～3、12～14番） 菊　地　正　子
下高津二丁目（4～11番） 吉　川　光　子
下高津三丁目 富　田　敏　子
下高津四丁目 山　本　慈　子
中高津一丁目（1～10番） 飯　田　和　夫
中高津一丁目（11～23番） 牧　島　国　法
中高津二丁目（1～13番） 塚　本　久　子
中高津二丁目（14～19番）・三丁目（17～19番） 佐久間　房　子
中高津三丁目(1～16番)、中高津町 内　田　庸　子
上高津町 宮　本　勝　巳
上高津新町 宮　本　義　憲
天川一丁目（1区-2、2区-1･2、10区） 中　島　　　昇
天川一･二丁目（1区-1、5区-1･2、6区） 狩　谷　一　枝
天川二丁目（3区-1･2、4区-1･2、7区） 大　槻　善　司
永国町 邨　井　陽　子
永国町 欠　員
永国東町（1～18班） 神　保　正　孝
永国東町（19～33班） 酒　井　　　真
永国台 廣　末　健　一
主任児童委員 飯　田　美惠子
主任児童委員 下　山　康　惠

　五　　中　　地　　区
沖宿町 土　肥　　　久
田村町 吉　田　次　男
おおつ野 武　田　　　勇
手野町（1～4、9班） 鶴　川　文　子
手野町（5～8、10班） 飯　泉　浩　市
神立町1区東 水　谷　ヱイ子
神立町1区東 髙　野　敬　子
神立町1区中 中　根　幸　三
神立町1区西 永　井　晴　美
神立町1区東、神立中央二丁目(16～22番)、神立東二丁目(7～10番) 中　川　幸　子
神立中央一丁目 井　口　和　子
神立中央二丁目(1～15番) 岡　本　登司子
神立中央三丁目（1～8番） 串　田　潤　二
神立中央三丁目（9～28番） 武　井　令　子
神立中央四丁目 折　本　　佐平
神立中央五丁目（1～23番） 田　口　長八郎
神立中央五丁目（24～37番） 宇留野　盟　尾
神立東一丁目 疋　田　節　子
神立東二丁目(1～6、11～31番) 山ノ内　ミチ子
中神立町（1、3～13班） 宮　本　洋　子
中神立町（2、14～18、27～32班） 石　濱　昌　子
中神立町（19～26、33～36班） 岡　田　洋　子
菅谷町 小　林　八重子
白鳥町 羽　成　善　信
白鳥新町 鈴　木　　　香
主任児童委員 小　野　悦　子
主任児童委員 中　川　初　枝

　六　　中　　地　　区
大岩田町1区、大岩田団地（市営・県営） 竹　澤　久　子
大岩田町1区、大岩田団地（市営・県営） 菊　地　朱　美
大岩田町2区 飯　島　せつ子
霞ケ岡町 岡　　　順　一
霞ケ岡町 中　村　美智子
霞ケ岡町 成　島　球　江
烏山一丁目 大　内　文　子
烏山二丁目 福　島　義　雄
烏山三丁目全域、五丁目の一部 塚　本　寿美子
烏山五丁目の一部 田　中　龍　子

　六　　中　　地　　区（つづき）
烏山四丁目（市営住宅以外） 杉　山　俊　雄
烏山四丁目（市営住宅） 清　水　　　侃
小岩田東一丁目、小岩田西二丁目 吉　田　隆　子
小岩田東二丁目 鈴　木　弘　子
小岩田西一丁目 坂　本　　　登
右籾町1区 黒　田　まさ子
右籾町1区 永　井　宏　子
右籾町2区 井　手　俊　幸
右籾町3区、自衛隊官舎 永　田　長　吉
右籾町3区 菊　池　　　淳
右籾町3区 藤　田　美八子
右籾町4区 新　見　佳代子
右籾町5区、まりやま団地 清　水　愛　子
まりやま新町 石　塚　ナツ子
主任児童委員 坂　本　幸　子
主任児童委員 會　田　久　惠

都　和　中　地　区
都和一･四丁目 會　澤　弘　子
都和二丁目（1～3番） 欠　員
都和二丁目（4、5番） 佐　藤　英　昭
都和三丁目 渡　邉　　　檀
都和三丁目 遠　藤　久　子
並木一丁目 細　野　文　哉
並木二丁目 欠　員
並木三丁目西 横　田　直　和
並木三丁目東 塩　幡　　　裕
並木四丁目 渡　邊　百合子
並木五丁目 箱　崎　昭　康
東並木町 安　島　一　子
西並木町 田　中　治　江
常名町 鶴　田　　　昇
今泉町、粟野町 久　家 　源　一
小山崎町、笠師町 岡　田　治　伸
中都町一～四丁目 皆　川　岩　根
中貫町、東中貫町 岩　﨑　榮　勝
板谷一丁目 山　田　竹　子
板谷二･三丁目 佐　藤　あや子
板谷四丁目西（709、714～716、724、725、733） 橘　内　則　夫
板谷四丁目東（667～669）、五丁目（669ｻﾝｺｰﾎﾟﾗｽ中貫） 田　村　正　勝
板谷六･七丁目 渡　邊　太　郎
主任児童委員 鶴　田　美紗子
主任児童委員 三　杉　さかえ

新　治　中　地　区
藤沢（上宿･南部） 髙　野　　　久
藤沢（中宿･中央） 伊　藤　郷　健
藤沢（下宿･文教） 栗　原　百合子
藤沢2区 風　見　よし子
藤沢（東町南側） 原　井　洋　子
藤沢（東町北側） 中　根　芳　江
大畑本田 鈴　木　　　積
大畑新田 宮　本　三　男
上坂田 中　川　和　子
下坂田 髙　野　光　子
桃園 岡　田　　　清
藤沢団地 神　谷　延　子
沢辺 小　張　陽　子
田宮･小高 酒　井　光　恵
高岡根 福　田　　　修
高岡沖･高岡新田･藤沢新田 野　口　敬　一
田土部 久　野　　　仁
永井 前　野　茂　男
本郷（二本松、美原、睦原を除く） 荒　井　洋　子
大志戸･本郷（二本松、美原、睦原） 岡　田　征　支
小野･東城寺 大　塚　敬　夫
主任児童委員 岡　田　和　子
主任児童委員 酒　井　ま　つ

　二　　中　　地　　区（つづき）
木田余町（旧1、2区） 小　野　俊　雄
木田余町（旧3、4区） 山　本　　　衞
木田余東台一･二丁目 七　森　勝　志
木田余東台三･四丁目（1～7、18、19番） 小　嶋　理惠子
木田余東台四丁目（8～17番）・五丁目 久　松　けい子
若松町（1～22班） 瀬古澤　　　均
若松町（23～36班）、東若松町、東山団地 井　深　はるよ
東都和 鈴　木　　和子
主任児童委員 楢　戸　崇　雄
主任児童委員 本　橋　惠　子

　三　　中　　地　　区
中荒川沖町 木　村　京　子
荒川沖東一丁目 岡　田　光　代
荒川沖東二丁目（1～13番） 関　根　　　純
荒川沖東二丁目（14～25番） 野　澤　惠美子
荒川沖東三丁目（1～13、24～31番） 髙　野　久美子
荒川沖東三丁目（14～23番） 片　倉　幸　子
荒川沖西区一丁目 秋　田　初　子
荒川沖西一丁目 針　谷　　　守
荒川沖西二丁目 大曽根　光　造
荒川沖西三丁目、荒川沖西区二丁目 石　川　ヒ　サ
荒川沖南区 岡　野　廣　美
北荒川沖町（1～10番） 沖　田　美惠子
北荒川沖町（11～21番） 菅　原　好　子
乙戸町 栗　又　スミ子
乙戸町 馬　場　尤　基
乙戸南一丁目 田　中　憲　子
乙戸南二丁目 田　中　文　子
乙戸南三丁目 欠　員
小山田一･二丁目 山　﨑　美記子
中村町1区、イーストガーデン 阿　部　芳　枝
中村町6、8区 太　田　三津雄
中村東一～三丁目 秦　　　忠　一
中村南一丁目 貝　塚　　　勇
中村南二丁目 臼　井　壽　子
中村南三丁目 鈴　木　英　男
中村南四丁目 須　賀　美恵子
中村南五丁目 天　海　光　子
中村南五･六丁目 足　立　豊　子
西根南一丁目 福　島　末　輝
西根南二丁目、竹の入 齊　藤　愛　子
西根南三丁目 大　橋　節　子
西根町1･2･3区 若　泉　悦　子
西根西一丁目、卸町一丁目 吉　村　扶美子
主任児童委員 三　輪　京　子
主任児童委員 宇都木　義　久

　四　　中　　地　　区
富士崎一丁目(1～9、17、18番) 飯　田　芳　弘
富士崎一丁目(9の一部、10～16番) 沼　里　芙　美
富士崎二丁目 古　渡　俊　江
小松一丁目（1～3、6～10、13～18番） 鈴　木　八重子
小松一丁目（4、5、11、12、26～39番） 岡　沢　洋　子
小松一丁目（19～25番）･三丁目（7、22～27番） 為　頭　れい子
小松二丁目（1～14番） 立　原　正　子
小松三丁目（1～6、8～21番） 廣　瀬　好　子
小松ケ丘町 塚　本　記　代
千鳥ケ丘町 澤　畑　哲　也
桜ケ丘町（1～12） 関　　　和　子

　一　　中　　地　　区
担　当　町　名 氏　　名

大和町、有明町 高　木　文　夫
川口一丁目 石　塚　則　明
川口二丁目 稲　葉　賢　一
湖北一･二丁目 杉　本　衣　代
中央一丁目（1～10番） 欠　員
中央一丁目（11～15番） 欠　員
中央二丁目（1～10番） 池　田　成　雄
中央二丁目（11～18番） 宮　代　三千代
東崎町（1～12、14番） 久　松　由美子
東崎町（13番） 小　林　光　代
城北町（1～8、10～12番） 澤　辺　　　𣳾
城北町（9、13～18番） 太　田　健　一
港町一丁目 加　藤　勝　雄
港町二丁目 宮　本　英　二
港町三丁目 藤　田　三惠子
蓮河原新町（1～8番） 雨　海　万里子
滝田一･二丁目、蓮河原町、蓮河原新町（9～16番） 鈴　木　佳　代
桜町一丁目 嶋　田　幸　子
桜町二丁目 石　川　紀　子
桜町三丁目 横　山　啓　子
桜町四丁目（1～7番） 青　山　昭　男
桜町四丁目（8～16番） 欠　員
大町 鈴　木　満也子
大手町（1～9番） 大　野　喜美代
大手町（10～18番） 根　本　悦　子
文京町（1、2、11～14番） 橋　本　久美子
文京町（3～10、15～18番） 山　口　伯　子
千束町 加　藤　千　枝
生田町 磯　山　住　子
田中一丁目（1～5番） 石　井　百合子
田中一丁目（6～10番） 村　竹　儀　昭
田中二丁目、田中町 塚　本　惠美子
田中三丁目 木　村　　　照
立田町 中　村　和　子
虫掛町 柴　沼　　　満
宍塚町 佐　野　道　夫
飯田町、矢作町 酒　井　健　雄
佐野子町、粕毛町 阿　部　千賀代
主任児童委員 飯　田　節　子
主任児童委員 古　森　貞　弘

　二　　中　　地　　区
真鍋一丁目 久　保　恭　子
真鍋二丁目 小　野　由利子
真鍋三丁目 田之室　光　子
真鍋四丁目（1～13番） 菅　澤　敬　子
真鍋四丁目（14～35番） 伊　勢　重　憲
真鍋五丁目（八坂神社前道路以南） 飯　田　直　利
真鍋五丁目（八坂神社前道路以北） 菊　田　　　脩
真鍋六丁目（1～6番） 片　山　順　光
真鍋六丁目（7～29番） 松　本　　　尚
東真鍋町（1～15番） 宇　田　典　香
東真鍋町（16～22番） 小　泉　和　子
西真鍋町 鈴　木　みち子
真鍋新町（1、8班） 髙　木　初　男
真鍋新町（2～7班） 赤　根　益　男
殿里町 島　角　晄　巳
木田余西台 吉　田　道　子



　四　　中　　地　　区（つづき）
担　当　町　名 氏　　名

桜ケ丘町（13～19、31～33、37～46） 小　林　妙　子
桜ケ丘町（20～30、34～36、47～51） 二　田　　　幸
国分町 宮　内　敏　夫
下高津一丁目（1～16番） 横　田　由美子
下高津一丁目（17～22番） 矢　口　俊　江
下高津二丁目（1～3、12～14番） 菊　地　正　子
下高津二丁目（4～11番） 吉　川　光　子
下高津三丁目 富　田　敏　子
下高津四丁目 山　本　慈　子
中高津一丁目（1～10番） 飯　田　和　夫
中高津一丁目（11～23番） 牧　島　国　法
中高津二丁目（1～13番） 塚　本　久　子
中高津二丁目（14～19番）・三丁目（17～19番） 佐久間　房　子
中高津三丁目(1～16番)、中高津町 内　田　庸　子
上高津町 宮　本　勝　巳
上高津新町 宮　本　義　憲
天川一丁目（1区-2、2区-1･2、10区） 中　島　　　昇
天川一･二丁目（1区-1、5区-1･2、6区） 狩　谷　一　枝
天川二丁目（3区-1･2、4区-1･2、7区） 大　槻　善　司
永国町 邨　井　陽　子
永国町 欠　員
永国東町（1～18班） 神　保　正　孝
永国東町（19～33班） 酒　井　　　真
永国台 廣　末　健　一
主任児童委員 飯　田　美惠子
主任児童委員 下　山　康　惠

　五　　中　　地　　区
沖宿町 土　肥　　　久
田村町 吉　田　次　男
おおつ野 武　田　　　勇
手野町（1～4、9班） 鶴　川　文　子
手野町（5～8、10班） 飯　泉　浩　市
神立町1区東 水　谷　ヱイ子
神立町1区東 髙　野　敬　子
神立町1区中 中　根　幸　三
神立町1区西 永　井　晴　美
神立町1区東、神立中央二丁目(16～22番)、神立東二丁目(7～10番) 中　川　幸　子
神立中央一丁目 井　口　和　子
神立中央二丁目(1～15番) 岡　本　登司子
神立中央三丁目（1～8番） 串　田　潤　二
神立中央三丁目（9～28番） 武　井　令　子
神立中央四丁目 折　本　　佐平
神立中央五丁目（1～23番） 田　口　長八郎
神立中央五丁目（24～37番） 宇留野　盟　尾
神立東一丁目 疋　田　節　子
神立東二丁目(1～6、11～31番) 山ノ内　ミチ子
中神立町（1、3～13班） 宮　本　洋　子
中神立町（2、14～18、27～32班） 石　濱　昌　子
中神立町（19～26、33～36班） 岡　田　洋　子
菅谷町 小　林　八重子
白鳥町 羽　成　善　信
白鳥新町 鈴　木　　　香
主任児童委員 小　野　悦　子
主任児童委員 中　川　初　枝

　六　　中　　地　　区
大岩田町1区、大岩田団地（市営・県営） 竹　澤　久　子
大岩田町1区、大岩田団地（市営・県営） 菊　地　朱　美
大岩田町2区 飯　島　せつ子
霞ケ岡町 岡　　　順　一
霞ケ岡町 中　村　美智子
霞ケ岡町 成　島　球　江
烏山一丁目 大　内　文　子
烏山二丁目 福　島　義　雄
烏山三丁目全域、五丁目の一部 塚　本　寿美子
烏山五丁目の一部 田　中　龍　子

　六　　中　　地　　区（つづき）
烏山四丁目（市営住宅以外） 杉　山　俊　雄
烏山四丁目（市営住宅） 清　水　　　侃
小岩田東一丁目、小岩田西二丁目 吉　田　隆　子
小岩田東二丁目 鈴　木　弘　子
小岩田西一丁目 坂　本　　　登
右籾町1区 黒　田　まさ子
右籾町1区 永　井　宏　子
右籾町2区 井　手　俊　幸
右籾町3区、自衛隊官舎 永　田　長　吉
右籾町3区 菊　池　　　淳
右籾町3区 藤　田　美八子
右籾町4区 新　見　佳代子
右籾町5区、まりやま団地 清　水　愛　子
まりやま新町 石　塚　ナツ子
主任児童委員 坂　本　幸　子
主任児童委員 會　田　久　惠

都　和　中　地　区
都和一･四丁目 會　澤　弘　子
都和二丁目（1～3番） 欠　員
都和二丁目（4、5番） 佐　藤　英　昭
都和三丁目 渡　邉　　　檀
都和三丁目 遠　藤　久　子
並木一丁目 細　野　文　哉
並木二丁目 欠　員
並木三丁目西 横　田　直　和
並木三丁目東 塩　幡　　　裕
並木四丁目 渡　邊　百合子
並木五丁目 箱　崎　昭　康
東並木町 安　島　一　子
西並木町 田　中　治　江
常名町 鶴　田　　　昇
今泉町、粟野町 久　家 　源　一
小山崎町、笠師町 岡　田　治　伸
中都町一～四丁目 皆　川　岩　根
中貫町、東中貫町 岩　﨑　榮　勝
板谷一丁目 山　田　竹　子
板谷二･三丁目 佐　藤　あや子
板谷四丁目西（709、714～716、724、725、733） 橘　内　則　夫
板谷四丁目東（667～669）、五丁目（669ｻﾝｺｰﾎﾟﾗｽ中貫） 田　村　正　勝
板谷六･七丁目 渡　邊　太　郎
主任児童委員 鶴　田　美紗子
主任児童委員 三　杉　さかえ

新　治　中　地　区
藤沢（上宿･南部） 髙　野　　　久
藤沢（中宿･中央） 伊　藤　郷　健
藤沢（下宿･文教） 栗　原　百合子
藤沢2区 風　見　よし子
藤沢（東町南側） 原　井　洋　子
藤沢（東町北側） 中　根　芳　江
大畑本田 鈴　木　　　積
大畑新田 宮　本　三　男
上坂田 中　川　和　子
下坂田 髙　野　光　子
桃園 岡　田　　　清
藤沢団地 神　谷　延　子
沢辺 小　張　陽　子
田宮･小高 酒　井　光　恵
高岡根 福　田　　　修
高岡沖･高岡新田･藤沢新田 野　口　敬　一
田土部 久　野　　　仁
永井 前　野　茂　男
本郷（二本松、美原、睦原を除く） 荒　井　洋　子
大志戸･本郷（二本松、美原、睦原） 岡　田　征　支
小野･東城寺 大　塚　敬　夫
主任児童委員 岡　田　和　子
主任児童委員 酒　井　ま　つ

　二　　中　　地　　区（つづき）
木田余町（旧1、2区） 小　野　俊　雄
木田余町（旧3、4区） 山　本　　　衞
木田余東台一･二丁目 七　森　勝　志
木田余東台三･四丁目（1～7、18、19番） 小　嶋　理惠子
木田余東台四丁目（8～17番）・五丁目 久　松　けい子
若松町（1～22班） 瀬古澤　　　均
若松町（23～36班）、東若松町、東山団地 井　深　はるよ
東都和 鈴　木　　和子
主任児童委員 楢　戸　崇　雄
主任児童委員 本　橋　惠　子

　三　　中　　地　　区
中荒川沖町 木　村　京　子
荒川沖東一丁目 岡　田　光　代
荒川沖東二丁目（1～13番） 関　根　　　純
荒川沖東二丁目（14～25番） 野　澤　惠美子
荒川沖東三丁目（1～13、24～31番） 髙　野　久美子
荒川沖東三丁目（14～23番） 片　倉　幸　子
荒川沖西区一丁目 秋　田　初　子
荒川沖西一丁目 針　谷　　　守
荒川沖西二丁目 大曽根　光　造
荒川沖西三丁目、荒川沖西区二丁目 石　川　ヒ　サ
荒川沖南区 岡　野　廣　美
北荒川沖町（1～10番） 沖　田　美惠子
北荒川沖町（11～21番） 菅　原　好　子
乙戸町 栗　又　スミ子
乙戸町 馬　場　尤　基
乙戸南一丁目 田　中　憲　子
乙戸南二丁目 田　中　文　子
乙戸南三丁目 欠　員
小山田一･二丁目 山　﨑　美記子
中村町1区、イーストガーデン 阿　部　芳　枝
中村町6、8区 太　田　三津雄
中村東一～三丁目 秦　　　忠　一
中村南一丁目 貝　塚　　　勇
中村南二丁目 臼　井　壽　子
中村南三丁目 鈴　木　英　男
中村南四丁目 須　賀　美恵子
中村南五丁目 天　海　光　子
中村南五･六丁目 足　立　豊　子
西根南一丁目 福　島　末　輝
西根南二丁目、竹の入 齊　藤　愛　子
西根南三丁目 大　橋　節　子
西根町1･2･3区 若　泉　悦　子
西根西一丁目、卸町一丁目 吉　村　扶美子
主任児童委員 三　輪　京　子
主任児童委員 宇都木　義　久

　四　　中　　地　　区
富士崎一丁目(1～9、17、18番) 飯　田　芳　弘
富士崎一丁目(9の一部、10～16番) 沼　里　芙　美
富士崎二丁目 古　渡　俊　江
小松一丁目（1～3、6～10、13～18番） 鈴　木　八重子
小松一丁目（4、5、11、12、26～39番） 岡　沢　洋　子
小松一丁目（19～25番）･三丁目（7、22～27番） 為　頭　れい子
小松二丁目（1～14番） 立　原　正　子
小松三丁目（1～6、8～21番） 廣　瀬　好　子
小松ケ丘町 塚　本　記　代
千鳥ケ丘町 澤　畑　哲　也
桜ケ丘町（1～12） 関　　　和　子

　一　　中　　地　　区
担　当　町　名 氏　　名

大和町、有明町 高　木　文　夫
川口一丁目 石　塚　則　明
川口二丁目 稲　葉　賢　一
湖北一･二丁目 杉　本　衣　代
中央一丁目（1～10番） 欠　員
中央一丁目（11～15番） 欠　員
中央二丁目（1～10番） 池　田　成　雄
中央二丁目（11～18番） 宮　代　三千代
東崎町（1～12、14番） 久　松　由美子
東崎町（13番） 小　林　光　代
城北町（1～8、10～12番） 澤　辺　　　𣳾
城北町（9、13～18番） 太　田　健　一
港町一丁目 加　藤　勝　雄
港町二丁目 宮　本　英　二
港町三丁目 藤　田　三惠子
蓮河原新町（1～8番） 雨　海　万里子
滝田一･二丁目、蓮河原町、蓮河原新町（9～16番） 鈴　木　佳　代
桜町一丁目 嶋　田　幸　子
桜町二丁目 石　川　紀　子
桜町三丁目 横　山　啓　子
桜町四丁目（1～7番） 青　山　昭　男
桜町四丁目（8～16番） 欠　員
大町 鈴　木　満也子
大手町（1～9番） 大　野　喜美代
大手町（10～18番） 根　本　悦　子
文京町（1、2、11～14番） 橋　本　久美子
文京町（3～10、15～18番） 山　口　伯　子
千束町 加　藤　千　枝
生田町 磯　山　住　子
田中一丁目（1～5番） 石　井　百合子
田中一丁目（6～10番） 村　竹　儀　昭
田中二丁目、田中町 塚　本　惠美子
田中三丁目 木　村　　　照
立田町 中　村　和　子
虫掛町 柴　沼　　　満
宍塚町 佐　野　道　夫
飯田町、矢作町 酒　井　健　雄
佐野子町、粕毛町 阿　部　千賀代
主任児童委員 飯　田　節　子
主任児童委員 古　森　貞　弘

　二　　中　　地　　区
真鍋一丁目 久　保　恭　子
真鍋二丁目 小　野　由利子
真鍋三丁目 田之室　光　子
真鍋四丁目（1～13番） 菅　澤　敬　子
真鍋四丁目（14～35番） 伊　勢　重　憲
真鍋五丁目（八坂神社前道路以南） 飯　田　直　利
真鍋五丁目（八坂神社前道路以北） 菊　田　　　脩
真鍋六丁目（1～6番） 片　山　順　光
真鍋六丁目（7～29番） 松　本　　　尚
東真鍋町（1～15番） 宇　田　典　香
東真鍋町（16～22番） 小　泉　和　子
西真鍋町 鈴　木　みち子
真鍋新町（1、8班） 髙　木　初　男
真鍋新町（2～7班） 赤　根　益　男
殿里町 島　角　晄　巳
木田余西台 吉　田　道　子








