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地
区 № 氏名 氏名ﾖﾐ 住所 電話番号 担当地区

1 沢田　邦一 ｻﾜﾀﾞ ｸﾆｶｽﾞ 6条2番20号 23-5147 南1・2丁目(3条を除く)、3丁目（4～6条）

2 髙橋　眞智子 ﾀｶﾊｼ  ﾏﾁｺ 1条3番5号 22-3600 北仲1・2丁目、南1・2丁目(3条)、3丁目（1～3条）

3 青木　清美 ｱｵｷ　ｷﾖﾐ 緑町7番11号 22-6522 緑町西（2～5、7～10番）

4 佐藤　鉄男 ｻﾄｳ ﾃﾂｵ 緑町12番8号 22-4812 緑町東（1・6・14・15番）

5 辻　高藏 ﾂｼﾞ ｺｳｿﾞｳ 緑町16番8号 22-4574 緑町東（11～13・16～18番）

6 久保　照子 ｸﾎﾞ　ﾃﾙｺ 5条4番33号 22-2354 4丁目

7 塚本　厚子 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｺ 7条5番6号 22-1342 南5丁目

8 東　典子 ｱｽﾞﾏ ﾉﾘｺ 3条5番16号 23-2746 北5丁目､北6・7丁目

9 中川　賴子 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾖﾘｺ 7条6番39号 23-3334 丸の内

10 矢野　正樹 ﾔﾉ　ﾏｻｷ 4条9番36号 23-2232 花園、本8・9丁目(3条を除く)

11 遠藤　晃一 ｴﾝﾄﾞｳ　ｺｳｲﾁ 2条9番8号 23-2468 6・7丁目、本8・9丁目(3条)、仲の町、駅前

12 松田　陽子 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｺ 太子町7番26号 22-1822 新町（北光中央団地を除く）、太子町

13 眞鍋　德次 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｸｼﾞ 西町10番29号 23-2880 西町第1

14 五十川 美惠子 ｲｿｶﾞﾜ  ﾐｴｺ 西町12番3号 22-2181 西町第2

15 棚橋　寛子 ﾀﾅﾊｼ ﾋﾛｺ 西町22番11号 22-6539 西町第3、共栄(メム10号より東)

16 宮部　洋子 ﾐﾔﾍﾞ ﾖｳｺ 錦町11番1号 22-5290 錦町

17 田島　京子 ﾀｼﾞﾏ　ｷｮｳｺ 新光町1丁目4番10号 23-5281 新光町（1丁目1～4番、2丁目）

18 渡邊　徹雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 新光町1丁目3番17号 23-3251
新光町（1丁目5～8番、3丁目）、新町（北光中央団
地）

19 小川　篤子 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｺ 文光町8番33号 26-8682 文光町（1・2・8～12・14・15番）

20 林　光男 ﾊﾔｼ　ﾐﾂｵ 文光町7番21号 22-1621 文光町（3～7・13・22番）

21 菊池　実 ｷｸﾁ  ﾐﾉﾙ 文光町20番5号 22-1750 文光町（16～21・23番）

22 秋沢　佐代子 ｱｷｻﾞﾜ　ｻﾖｺ 開西町2丁目2番32号 22-7016 開西町

23 田島　昌恵 ﾀｼﾞﾏ　ﾏｻｴ 深川町字メム10号線山1線4547番地 23-4529 東町、芽生、北区、新光町(3丁目の一部）

24 島　貴子 ｼﾏ  ﾀｶｺ 深川町字メム7号線川4線3488番地2 22-8502 共栄（メム10号より西）、南区、南菊水

25 中川　辰雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｵ 深川町字メム6号線山4線6040番地 22-8627 北菊水、巴

26 尾中　良勝 ｵﾅｶ ﾖｼｶﾂ 稲穂町1丁目3番1号 22-3922
第1稲穂（稲穂・北光町1丁目）、第1・3堺町、鉄道（JR
アパート）

27 坂本　惠子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ 稲穂町2丁目4番1号 22-5593 第1稲穂（稲穂町2丁目）

28 佐野　瞳 ｻﾉ ﾋﾄﾐ 北光町2丁目16番20号 22-6196
新五月(北光町2丁目8・9番の北側、10・11・15～18・
33～35番)

29 松原　やす子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾔｽｺ 北光町2丁目16番12号 22-7634
第2堺町、新五月(北光町2丁目1・2番、8・9番の南
側、31・32番)

30 五十地　富子 ｲｿﾁ  ﾄﾐｺ 北光町2丁目14番14号 22-8084
新五月(北光町2丁目5～7・12～14・19・20番、3丁
目)、共進

31 垣谷　昇 ｶｷﾀﾆ　ﾉﾎﾞﾙ 一已町字一已8569番地 23-4487
東・西日向、中の沢、西共成、あけぼの(1番)、桜町、
桜坂、豊泉、稲穂

32 伊藤　政雄 ｲﾄｳ ﾏｻｵ あけぼの町11番25号 22-3478 あけぼの（2～5・10～12番）

33 水野　順子 ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ あけぼの町21番41号 22-6377 あけぼの（15～23番）

34 瀨川　勲保 ｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾔｽ あけぼの町8番30号 23-5176 あけぼの（6～9・13・14番）

35 道上　聡 ﾐﾁｶﾐ ｻﾄｼ 一已町字一已5476番地1 22-8245 常盤、一・二・三・西北星・新星

36 來島　秀樹 ｷｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 一已町字一已7621番地 22-8351 昇保、大師、新・東岩山、北・南出雲

37 五十嵐　幸男 ｲｶﾞﾗｼ  ﾕｷｵ 一已町字一已9086番地 22-8128 石狩、東・西入志別、東・南・北水源

38 山田　守 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 3条19番9号 22-7907
二十四孝（18～19番、1・2条の20番の西、3・4条の20
～22番)

39 (選任中) 二十四孝（1・2条の20番の東・21・22番、23～26番）

40 本橋　幸子 ﾓﾄﾊｼ ｻﾁｺ 5条13番8号 22-6106 旭区（12～14番）

41 田中　豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 6条16番3号 22-3316 旭区（15・16番）

42 青木　由己子 ｱｵｷ ﾕﾐｺ 4条17番27号 22-1380 旭区（17・18番）

43 石神　美智子 ｲｼｶﾞﾐ ﾐﾁｺ 3条14番5号 23-5483 幸町、東大町、鉄道(国道より東)

44 伊東　幸次 ｲﾄｳ　ｺｳｼﾞ 8条12番9号 22-1442 末広町

45 川田　洋子 ｶﾜﾀ　ﾋﾛｺ 3条10番24号 22-6090 大町、北日の出、鉄道(国道より西)

46 志和　美智子 ｼﾜ ﾐﾁｺ 5条11番24号 22-6275 南日の出、旭町
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47 佐藤　優子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 音江町字更進386番地2 29-2286 菊丘、吉住、更進第1・2

48 東出　周子 ﾋｶﾞｼﾃﾞ　ｼｭｳｺ 音江町字音江529番地1 25-1019 内園第1・2、音江第1

49 吉原　愛子 ﾖｼﾊﾗ  ｱｲｺ 音江町字豊泉86番地60 25-1597 音江第3A・B、広里第1、豊泉第1

50 鏡　真理 ｶｶﾞﾐ　ﾏﾘ 音江町1丁目10番58号 25-1847
音江第4（音江町1丁目8～13番、2丁目5・6・8～13
番）

51 田中　秀規 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 音江町1丁目1番29号 25-1960 音江第4（音江町1丁目1～7番、2丁目1～4・7番）

52 中野　栄子 ﾅｶﾉ ｴｲｺ 広里町5丁目1番78号 25-2099 広里第2・3A・B

53 河原　美惠子 ｶﾜﾊﾗ ﾐｴｺ 広里町1丁目7番35号 25-1414 広里第4A・B

54 齊藤　曻 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 音江町字広里661番地2 25-1254 広里第4C・5A・B

55 渡辺　悦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 音江町字豊泉540番地 25-1614 豊泉第2・3A～C、向陽第1・3・4

56 渡邊　滋典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 音江町字稲田1317番地 25-2347 稲田

57 吉田　俊雄 ﾖｼﾀﾞ　ﾄｼｵ 納内町字納内4432番地 24-3521 1～3区

58 川中　妙子 ｶﾜﾅｶ ﾀｴｺ 納内町字納内6056番地 24-3310 6区の1・2、グリーンタウン

59 太田　春夫 ｵｵﾀ ﾊﾙｵ 納内町2丁目5番65号 24-2535 8区の1・2、9区

60 西村　守 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾓﾙ 納内町2丁目2番55号 24-2950 8区の3、10区の1

61 村中　輝實 ﾑﾗﾅｶ ﾃﾙﾐ 納内町3丁目6番56号 24-3235 7区、10区の3

62 藤島　公子 ﾌｼﾞｼﾏ  ｷﾐｺ 納内町北2番52号 24-2333 時計台、10区の4

63 浅井　弘美 ｱｻｲ ﾋﾛﾐ 納内町字納内5805番地 24-3488 4・5・12区

64 関　良一 ｾｷ ﾘｮｳｲﾁ 多度志2115番地 27-2641 多度志

65 山口　憲章 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾉﾘｱｷ 多度志1086番地 27-2555 中央

66 明瀬　栄子 ｱｶｾ ｴｲｺ 多度志608番地 27-2339 弥栄、中多度志

67 大久保　春夫 ｵｵｸﾎﾞ　ﾊﾙｵ 多度志1711番地1 26-5211 川向、若林、上多度志、湯内

68 久松　正則 ﾋｻﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ ウッカ205番地 28-2429 北多度志、宇摩、ウッカ、幌成

69 眞鍋　文雄 ﾏﾅﾍﾞ ﾌﾐｵ 鷹泊1838番地 28-2209 幌内、鷹泊

70 渡邊　由美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕﾐｺ 西町5番30号 22-5071 深川

71 富田　弘美 ﾄﾐﾀ  ﾋﾛﾐ 開西町1丁目2番2号 22-7689 深川

72 広瀬　利枝 ﾋﾛｾ  ﾄｼｴ 北光町2丁目6番4号 22-6191 一已

73 吉田　直子 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｺ 1条11番15号 23-5134 一已

74 寺本　一美 ﾃﾗﾓﾄ  ｶｽﾞﾐ 広里町1丁目7番24号 25-1624 音江

75 芳賀　悦子 ﾊｶﾞ  ｴﾂｺ 音江町1丁目9番15号 25-1817 音江

76 平澤　妙子 ﾋﾗｻﾜ ﾀｴｺ 納内町字納内4918番地 24-3008 納内

77 青木　朱実 ｱｵｷ　ｱｹﾐ 納内町字納内5532番地 24-2488 納内

78 光富　真理 ﾐﾂﾄﾐ ﾏﾘ ウッカ157番地 28-2421 多度志

79 岡田　ナオミ ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾐ 多度志175番地 27-2252 多度志
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