
◇五所川原市民生委員・児童委員、主任児童委員一覧 令和４年７月３１日現在

担当地域 氏　　名 担当地域 氏　　名 担当地域 氏　　名 担当地域 氏　　名

旭町・敷島町 佐藤　公則
上町・寺町・下村・曙
町・長坂

高橋　ルミ子 高野 福士　由喜巳
林下・下宇田野・上宇
田野

泉谷　綾子

雛田・東雲町 葛西　春行
北下・中下・南下・大
正町・大日町

坂本　栄子 前田野目 新谷　武一 大東ケ丘・旭ケ丘団地 白川　ケミコ

平井町・上平井町 嶋口　裕子 下岩崎・五本松 其田　雄三 中柏木・東町 成田　よし子

中平井町 小山　さえ子 伝助町・大町・新町 坂本　敏子 中・下梅田 浅利　侑 小栗崎・上・中派立 白川　京子

下平井町・幾世森１ 奈良　恵美子
興隆・朝日・南新・坂
ノ上

長峰　清 上梅田・中泉 神　孝弘 新町 今　道茂

下平井町・幾世森２・
若葉1丁目一部

鈴木　優美子 仲町・北新・下町 （欠員） 昭和町・下派立 鳴海　璦子

さつき町 小関　光雄 浅井 今　武美
本町・冷水・車町・後
町

山中　ふみ子

錦町 黒滝　久志 米田・吹畑 對馬　玲美子 松野木 長内　昭文 古町・畑中 秋元　優子

柏原町・幾島町 奈良岡　由紀夫
太刀打・尻無・桃崎・
十川

新谷　良昭 野里・杉派立 土岐　泰教
新堤町・鍛治町・新誠
町

角田　諭留

末広町 佐藤　昭夫 漆川 (馬性） 工藤　兼次 神山・境山 松野　ユキ
川端町・下町・柏木
町・南本町

今　博康

小曲・沼田町 成田　泉 漆川 大邑　修造 福山・豊成 土岐　敬一 北本町・林町・野崎 今　清比古

小曲（沼田町一部） 相馬　良子
悪戸・宮田・田中　野
崎・川代田　

工藤　逸勝 戸沢・石田坂 齊藤　修一 派立・双葉町 大橋　孝

新宮町 三浦　章子 水野尾・富桝 出雲　リツ 岩見町・更生部落 木田　昭二

新宮松元・新宮岡田
芭蕉・蘇鉄

岩山　紀子
一野坪・中村・前萢・
石畑

島谷　修一 藻川 野呂　忠信

若葉2・3丁目（第二町
内会）

川村　純子 唐笠柳・末広 新井　喜雅 下藻川 岡元　久
相内第１町内・相内第
３町内（下村地区）

平野　勝彦

若葉県営住宅・若葉広
野

村元　範子
石岡・二本柳一部・唐
笠柳一部

小林　保美 鶴ヶ岡 澤田　愛子
相内第２町内・相内第３
町内（十三道・吉野）

秋田谷　詔子

若葉1丁目、2丁目一部（第
一町内会）・若葉市営住宅

山川　輝雄 高瀬・田川 三浦　昭雄
相内北町内・相内第２
町内（岩井団地周辺）

中村　のり子

湊（千鳥・船越)・中
央５丁目一部

葛西　清 桂川 鎌田　　守

川端町・本町・大町・東町 髙橋　潔
湊（船越)・姥萢（菖蒲・
桜木）（猫渕・三ツ谷）

（欠員） 川山 藤森　康紀 太田 木村　せつ子

平和町・不魚住・日の
出町

垂石　松夫
姥萢（桜木・船橋)・稲実
（米崎）中央６丁目

平山　孝子 上川山・種井・中泊 吉岡　立子 磯松 石岡　礼子

平和町 片山　キリ子 姥萢（新興地） 増田　清 沖飯詰 笠井　重幸 上脇元町内 山田　美子

布屋町・弥生町 （欠員）
稲実（米崎)・広田
（柳沼）

三上　久子 桜田 古村　勲 下脇元町内 葛西　達也

新町・柳町 越田　都
稲実（米崎)・広田(柳
沼)

一戸　啓一
十三山子町内・仲の町
町内（湊迎寺南側）

亀田　幸美

鎌谷町 平山　義光
広田（榊森・柳沼・藤
浦・下り松）

小山内　まつ江 毘沙門　　　　　 成田　啓子
十三まち町内・仲の町
町内（湊迎寺北側）

髙田　光子

鎌谷町・一ツ谷 竹谷　とく 広田（榊森） 菊池　義孝 長富 櫻井　良一

一ツ谷 髙橋　ちい
稲実（稲葉)・広田(榊
森)・七ツ館(虫流)

石田　正光 五所川原北地区 楢崎　裕子

青葉町・一ツ谷（団
地）

秋田谷　友子
稲実（米崎・開野・稲
葉）

山田　佳紀 神原・蒔田・下沢部 德田　誠 五所川原北地区 工藤　冨士子

中央１～４丁目一部
（八重菊・下り枝）

岩崎　ゆか里 七ツ館（虫流） 秋村　文雄
上沢部・三軒町・新富
町

白川　信一 五所川原南地区 伊藤　ミサ子

中央（烏森・下り枝） 葛西　義明
七ツ館（虫流・鶴ケ
沼）

秋田　正樹 小川町・米町 津島　勇人 五所川原南地区 山本　典子

烏森・石岡藤巻・吹畑
藤巻

古川　泰然
みどり町１・２丁目市
営住宅

兼平　健夫 芦野町・寺町・浦町 葛西　万里子 飯詰・松島・栄地区 島谷　浩子

松島町１・２丁目 長尾　智惠 みどり町２・３丁目 藤田　幸子
田町・南新町・朝日
町・朝日団地

野宮　治 飯詰・松島・栄地区 秋田谷　美乃

松島町３・４丁目 時田　武則 みどり町４・７丁目 木津谷　とき子 本町・栄町・川端町 長尾　真紀子 七和・梅沢・長橋地区 宮崎　直子

松島町５・６丁目 小田川　修三 みどり町５丁目 虎谷　弘三 神明町・北新町 齋藤　直好 七和・梅沢・長橋地区 伊藤　身佳枝

松島町７・８丁目 新井　義浩 みどり町６・８丁目 高橋　照明 昭和町 小林　勝彦
三好・中川・毘沙門
長富地区

外崎　洋子

元町 蒔田　陽子 中山道町・上山道町 竹内　久美子
三好・中川・毘沙門
長富地区

加藤　幸子

寺町・岩木町 荒谷　英美子 俵元 三上　勝則
美晴町・下山道町・さ
くら団地

須崎　秀則 金木町地区 髙橋　節次

湊団地（中央３・４・
５丁目一部）

（欠員） 原子 柳原　繁美 見崎町・芦野団地 長尾　重孝 金木町地区 白川　陸奥子

田町・栄町 尾崎　敏志 羽野木沢 阿部　信夫 若松町 石川　孝弘 市浦地区 佐藤　勝幸

持子沢 三上　優子 藤枝・向道・湯の川 中谷　博明 市浦地区 村元　秀子

　○連絡先などについては、福祉部福祉政策課までお問い合わせください。
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