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佐々木聖司 宇佐美 初津 山内　康住 宇佐美 山田２町内

岩谷みや子 宇佐美 八幡１町内 水野　忠明 宇佐美 峰１町内・天乙平

梅田　尚美 宇佐美 八幡２町内・３町内 塩川　俊夫 宇佐美 海峰苑

岩嵜　立子 宇佐美 城宿３町内 村上　通雄 宇佐美 峰２町内

天海　真澄 宇佐美 城宿４町内 佐々木茂活 宇佐美 塩木道

田中　勤 宇佐美 城宿２町内 新庄三重子 宇佐美 みのりの村

大内　正勝 宇佐美 城宿１町内 杉本なをみ 宇佐美 中里１町内

今井　次男 宇佐美 留田・新町・西仲町・白波台・学園台 深辺　安弘 宇佐美 中里２町内・３町内

木部　輝彦 宇佐美 留田・東町・向田町 舘野ヤス子 宇佐美 阿原田２町内

渡邉ひろみ 宇佐美 桑原１町内（丸山を除く）・り山峡 土屋　亘 宇佐美 阿原田１町内

福本　芳夫 宇佐美 桑原２町内 島田　晴夫 主に児童に関することを担当

稲葉　信夫 宇佐美 山田１町内・桑原丸山 杉田　正文 主に児童に関することを担当

氏　名 担当地域 氏　名 担当地域

稲葉　昭 湯川 １丁目 小出　雅一 松原 松川町

森田　正見 湯川 ２丁目 伊代野みさ江 松原 猪戸２丁目・５丁目

清水　美穂 湯川 ３丁目 松村　臻 松原 猪戸３丁目・４丁目

太田千恵子 湯川 ４丁目 勝倉　初美 松原 猪戸１丁目

杉山　芳子 湯川 ４丁目・５丁目 松田　忠芳 松原 湯端町（線路上）

安立　善子 湯川 ６丁目1・2・4・5・10組 安藤　健雄 松原 湯端町（線路下）

森谷まり子 湯川 ６丁目3・6・7・11・14組 進士　和典 松原 丸山町上（791番地から長峰分譲地まで）

平野　育代 湯川 ６丁目8・9・12・13・15組 遠藤　典子 松原 丸山町下（丸山踏切から791番地まで）

石井　基雄 湯川 ７丁目 秋山　礼子 松原 寺山町

島田　実 松原 仲町 中嶋三智子 松原 朝日町・栄町・竹の内

杉本　栄二 松原 上町 大沼　友子 松原 朝日町・栄町・辰田町

花田　松子 松原 伊勢町・松川町一部 滝口　叔子 主に児童に関することを担当

渡辺　修助 松原 稲荷町 島田　理可 主に児童に関することを担当

氏　名 担当地域 氏　名 担当地域

庄司　厚子 玖須美 湯端町 石井　武司 玖須美 富士見町（田代側）

髙野　晴美 玖須美 竹町 朝日　学
玖須美 富士見町（田代住宅・百両山1～4・警察
官舎）

鳴戸　茂寿 玖須美 井戸川町 吉澤　文子 玖須美 富士見町（南中側・万畑・大山）

戸塚　朗 玖須美 井戸川町 小柴　幸子 玖須美 赤坂町・促進町・富士見町一部

田之上一俊 玖須美 宿之町・八幡町 萩原　博 玖須美 城星町（東側）・富士見町一部

渡邉　洋子 玖須美 中芝町 青木　悟 玖須美 長美代町・逆川

石井　秀幸 玖須美 大芝町 浅川　清 玖須美 城星町（西側）・富士見町一部

石見　幸男 玖須美 物見町 佐藤りつ子 玖須美 城星町（南側）・富士見町一部

鈴木千鶴子 玖須美 大原町（大原３丁目の山側） 中村美由紀 新井 仲町

関野　進 玖須美 大原町（大原３丁目海側・東小裏側） 牧野　勝 新井 東町

土屋　京子 玖須美 大原町（大原１丁目※5・6番を除く） 大胡　恵 新井 西町

松下　福惠 玖須美 大原町（大原１丁目5・6番　２丁目） 佐藤　雅彦 主に児童に関することを担当

横山　光次 玖須美 大原町（千坂地区） 鈴木　章弘 主に児童に関することを担当

12月1日付けで厚生労働大臣から委嘱された委員の皆さんを紹介します（敬称略）。
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村田　善夫 岡 馬場町１丁目3～7組 岩本　正明 岡 広野３丁目・４丁目

木村よし子 岡 馬場町１丁目1・2・8組 黒川　真一 岡 桜木町１丁目・桜木町一部

石井　秀昭 岡 馬場町２丁目 太田　佳子 岡 広野１丁目・２丁目・清流会

渡邉　吉郎 岡 湯田町 勝俣とも子 岡 広野元町・見晴町・伊東マンション

江口　剛 岡 内野町 柿戸　志乃 鎌田 宮川町１丁目・下方町

稲葉　優子 岡 瓶山町 野田　良信 鎌田 八代田町・城山町・奥野

堤　　誠 岡 青葉台 井上　雅夫 鎌田 海立町・南山町

池田　佳世 岡 上の坊 古澤　栄次 鎌田 丸善ランド・観光荘・土ヶ久保

初鹿野　勲
岡 泉町2～5・8・10組、いずみ台、かどの平、か
どの原・鎌田の一部

石井　洋子 鎌田 南町１丁目

城間　博次 岡 泉町1・6・7・9・11組 吉川　幸子 鎌田 南町２丁目

大島やよい 岡 かどの台 小川喜美代 鎌田 久保方町・仲町

斉藤　照代 岡 小川１丁目・水道山町 永井　伸治 鎌田 桜ガ丘１丁目・堀山一部

今井　健壽 岡 久治町 祢次金のり子 鎌田 桜ガ丘２丁目・堀山一部

清水克容子 岡 桜木町１丁目、宝町一部 欠員 鎌田 宮川町２丁目

黒澤　功 岡 小川２・３丁目 小林　隆徳 主に児童に関することを担当

欠員 岡 温泉橋 伊藤　秀雄 主に児童に関することを担当

小川　京美 岡 新栄会・広三会
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前島　泰 川奈 小浦町 伊代野重治 吉田 伝馬町・地久保台・風越

髙橋　克和 川奈 宮町 土屋　京子 荻 本町・辰新田

道下　幸夫 川奈 東町 欠員 荻 新山住宅

竹田　裕愿 川奈 小室１丁目 土屋　正代 荻 緑町・ロワジール伊豆一碧

肥田　紀子 川奈 小室１丁目 竹井　雪子 荻 角折住宅

大川　照幸 川奈 小室４丁目8～13・16・19～23組 中井　次代
荻 城の木戸（東地区・伊豆急一碧台）・吉田一
部・住友不動産分譲地

磯崎きよ江 川奈 小室４丁目1～7・14・15・17・18組 横山あい子 荻 城の木戸（西地区・南地区）

福西　厚雄 川奈 小室２丁目10～20組（C・Dブロック） 大石　誠 荻 つつじが丘町

欠員 川奈 小室２丁目1～9組（A・Bブロック） 土屋　智子 荻 かどの原・岡区の一部

濱田まゆみ 川奈 小室３丁目1～10組、富士急分譲地 尾野　惠子 十足 南一碧台の一部

欠員 川奈 小室３丁目11組～20組 若島　幸子 十足 南一碧台・イトーピアA地区（富戸地区）

渡邊　久士 吉田 登町・仲四軒町・新町の一部 浦島　浩司 主に児童に関することを担当

森田　好 吉田 新町 松下　春枝 主に児童に関することを担当

藤原知代子 吉田 一碧湖・湖東・湖南・イトーピアB地区

氏　名 担当地域 氏　名 担当地域

石井　芳夫 富戸 岡町・西町 吉野　千束
八幡野 伊豆急分譲地（桜並木の東側～伊豆急
線路まで）

石井いづみ 富戸 郷戸町・東町 笹井　広美 八幡野 岡町

杉山　洋子 富戸 払町・城ケ崎分譲地 稲葉　礼子 八幡野 東町・下町

加賀　昇
富戸 大室町・高塚・四辻東・伊豆急（池-四辻線
北側）・東急不動産 小池　久子 八幡野 二ツ塚・磯道の一部

羽田寿満子 富戸 松尾・上野・法華塚・東大室・ミサワホーム 小内　豊勝 八幡野 すいらん荘（桜並木の西側・南側）

石井　靖 富戸 三の原（富戸小学校を含む） 小田　智昭 八幡野 上町

堀越　詠子 富戸 大室高原１・３・５丁目 佐藤みつ子 八幡野 浮山町・赤沢の一部

内田　圭紀 富戸 大室高原８・１１丁目 髙橋　祥仁 池 伊豆高原・オークランド・天城高原分譲地

城谷　俊彦 富戸 大室高原４・１０丁目 西貝　崇之 池 （伊豆高原分譲地）・桜並木北西部・南大室台

紀藤　信哉 富戸 大室高原６・７丁目 山下　寿明
赤沢 名鉄（八幡野1588番地含む）・恒陽・小松分
譲地

遠藤　礼子 富戸 大室高原２・９丁目 畑田　貴子 主に児童に関することを担当

平澤久美子 八幡野 萩ヶ洞・磯道の一部 佐藤かおる 主に児童に関することを担当

第
６
地
区

（
富
戸
・
八
幡
野
・
池
・
赤
沢

）

第
４
地
区

（
岡
・
鎌
田

）

第
５
地
区

（
川
奈
・
吉
田
・
荻
・
十
足

）


