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担当区域 氏　名 住所
随光 , 奥の浴 , 宗末，
松ヶ瀬 阿部　貞信 松ヶ瀬

平沼田 , 籾の木 , 高の巣 ,
森広 今橋　純忠 平沼田

赤川 , 湯ノ峠 , 柳瀬 , 稲倉 西村　勝子 柳瀬
福正寺 , 沓山田 福江　初恵 沓山田
石束 , 不動寺原（東・西・
南）, 今市 望月　泰朗 不動寺原西

厚狭緑ヶ丘 , 緑ヶ原団地 中村美佐子 緑ヶ原団地
成松（一・二） 山田　和子 成松一
鴨庄（上・下）, 西山 倉重　勝子 鴨庄下
鴨庄西 渡邉　登 鴨庄西
西寄 笠木　千佳 鴨庄西
加藤（上・北） 津嶋ツルコ 加藤上
加藤（中・南）, 本町（一・
二）, 貴船町（東・西） 原木　雄詩 本町二

本町（三・四） 志道のり子 本町三
本町五 , 西善寺 佐伯　德子 西善寺
殿町（一・二・三） 竹川　純子 殿町三
殿町（四・五）, 日化殿
町社宅 , 野中 , 大谷 沼田　晟 大谷

千町一（東・西）,天満町
（一・二・三），千町（二・三）上野　正昭 千町三

【山陽地区】

柿の木坂三丁目 鈴木　健康 柿の木坂三丁目
柿の木坂（南・団地） 泉本　信二 柿の木坂二丁目
高須 溝部　和子 高須
第一日の出 藤本　稔男 日の出町四丁目
第二日の出 西村　久子 日の出町四丁目
新生町（第一・第二） 原田　勝歳 新生二丁目
上木屋 , 下木屋 岩本　敏子 上木屋
石井手 (第一・第二 ) 沖村　武彦 石井手第二
浜田町 吉村　紀明 浜田町
挺楴山（団地・東） 戸部　圭吾 挺楴山一丁目
挺楴山中，江の内団地 江本　正馨 挺楴山三丁目
挺楴山西 野村　良一 挺楴山一丁目
高千帆台 山本　俊子 高千帆二丁目
東高千帆台 古谷　佳子 高千帆二丁目
若草町，千崎東 片岡　元子 千崎東
千崎西 , 小松尾 岡田　一雄 千崎西
共和町，共和台 河口　軍紀 共和町
杵築，有帆（上町・新町）
片山，南真土郷 森國　惠子 杵築

南平台 , 温泉台 前田　實 南平台
北真土郷 , 彼岸田
梅田，東町 児玉　邦興 梅田

中村，仁保の上 笠井　克美 仁保の上
中里 , 大休，大休団地 田中　義人 大休
角石 河口　浩通 角石
有帆団地 西村　笑子 梅田
萩森，高千帆苑 , 高畑 野村　滋 高畑
主任児童委員 河口　魔子 梅田
主任児童委員 藤村伊津子 高千帆二丁目

千町（四・五）
アーデント厚狭 田中佳世子 千町五

常盤町 三好美佐子 常盤町
寝太郎町（一・二） 山中　一豊 寝太郎町一
寝太郎町（三・四） 尾田　勝 寝太郎町三
広瀬（一・二），末益 藤井　智子 広瀬二
西下津（一・二）,火薬町 小山　正行 西下津二
東下津 , 迫山 真鍋　孝子 迫山
杣尻 中村　芙紗 杣尻
杣尻一 , 杣尻県営住宅 二歩世志子 杣尻一
鋳物師屋 , 野田 , 陽光台 小林眞由美 野田
別府 , 山川 , 松岳畑 田中　正江 別府
下村東 , 南山川 山田　仲子 下村東
浴（一・二）, 一丁田，
下村西 岡　　政代 浴二

石丸（一・二） 中村　久子 石丸二
栗田，七日町 久保　榮三 栗田
厚狭平原 , 柏原，柳町 長岡　弘人 厚狭平原
長友（東・中・西）
萩原住宅 山本　哲男 長友中

東萩原 , 南萩原団地 東嶋いつみ 東萩原
片尾畑（上・下）, 保戸 加藤　清己 片尾畑上
山野井（上・中・東・北・
南），大道畑 三浦　裕子 山野井東

鳥越（一・二）, 石鞘，
日化山開作社宅 福江　幸雄 鳥越一

渡場 , 赤石 大和　政清 渡場
沖部 , 吉部田 , 新沖部 伊東由紀枝 吉部田
厚陽団地 雨宮　邦夫 厚陽団地
古開作（上・下・東）
沖開作（上・下） 藤井　良治 古開作上

梶（上・中・下）, 大河 平原　廉清 梶下
平松小正寺 , 生田
西生田 , 永安台 村上須美子 平松小正寺

植木 , 五反口 , 大河内 松永　一雄 植木
東郷 , 西里 , 串
宮の台団地 寺田　久代 東郷

中塚 , 森本 , 旧沖部 安田　義亮 森本
上市 小川富美子 上市

上中 , 大喜園 佐野三重子 大喜園
みゆき , 中市 笠木リツ子 みゆき
本町（表・裏）, 下市 林　美知子 下市
東浜崎 , 中浜崎 , 西浜崎 正田　桂子 東浜崎
東側 石本　公子 東側
西側 , 前場団地 名和田伴江 西側
東糸根 , 西糸根 水田　愛子 東糸根
江尻 , 糸根ヶ丘 , 西大木 ,
江尻南 宮内　利哉 江尻

大木 , 小埴生 縄田　幸子 小埴生
正寺 , 角野 山﨑　征子 正寺
大持 , 吉田地，坂本 田中　瑞枝 吉田地
上福田 , 下福田 , 畑田 麻野　紘子 上福田
主任児童委員 田辺　弘美 下村西

主任児童委員 古豊　和惠 渡場

主任児童委員 楳﨑八由美 西糸根


