
令和5年3月1日現在

地区 区域（自治会） 氏　　名

大久保 髙安　喜久次

寺町 安田　悦子

上町 和田　律子

荒町 欠員

仲町 鮎瀨　正

下町 篠﨑　いずみ

大手 小路　恵子

清水町、旭町 長谷川　米蔵

元町 渋江　文男

七軒町 佐武　芳子

新屋敷 佐藤　節子

新道、小泉 印東　俊一

川下刈切、川下刈切平林、大和久 江連　静子

富士見ハイツ、富士見ニュータウン、富士見中央 欠員

富士見、富士山下 田中　公市

若草、若葉、若草ニュータウン 森谷　浩一

新富ニュータウン 髙橋　充

主任児童委員 早川　洋子

　　〃　　　 遠藤　裕子

栄町の一部（中央多目的公園北側） 掛札　フミ子

栄町の一部（中央多目的公園南側） 小野﨑　美知子

浅野の一部（佐久山街道西側）、雇用促進住宅） 田村　芳子

浅野の一部（佐久山街道東側） 畠田　美智子

西原の一部（野球場北側） 村山　絹子

西原の一部（野球場南側） 関谷　みつ枝

原町の一部(331号線東側） 欠員

原町の一部（大田原中南側） 佐藤　泰子

原町の一部（県北体育館西側） 齋藤　哲夫

原町の一部（県北体育館北側） 増田　敦子

原町の一部（国道461号南側） 杉江　和明

原町の一部（331号線西側） 礒　恭一

深川の一部（北大通り北側） 髙橋　聖子

深川の一部（北大通り南側） 平山　鏡子

深川の一部（市役所西側） 高瀬　弘美

成田町 髙橋　美保

沼の袋の一部（山の手2丁目、住吉町2丁目） 平山　美智子

沼の袋の一部（紫塚2～4丁目） 伊藤　三良

紫塚ニュータウン 田尻　眞知子

紫塚 伊藤　直子

経塚 ＊＊　＊＊

赤堀西の一部（331号線西側） 瀧野　洋子

赤堀西の一部（461号沿） 尾畑　美智

赤堀西の一部（加治屋街道南側） 西村　亨

赤堀東の一部（青少年ホーム北側） 増田　道子

赤堀東の一部（461号北側） 角田　良子

赤堀東の一部（461号南側）、神明町 石井　啓一

加治屋の一部（461号北側） 欠員

加治屋の一部（461号南側） 溝口　喜代美

加治屋の一部（八幡神社南側） 欠員

実取団地 欠員

主任児童委員 猪瀨　孝一

　　〃　　　 大槻　睦美

大田原市　民生委員児童委員・主任児童委員名簿
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令和5年3月1日現在

地区 区域（自治会） 氏　　名

大田原市　民生委員児童委員・主任児童委員名簿

中田原(河原町) 倉田　功

中田原(明宿､下深田､二本松) 欠員

中田原(上深田) 渡邉　ハツヱ

中田原(荒屋敷) 欠員

東雲、社地 欠員

中田原(市営･県営団地) 欠員

町島､荒井､岡､今泉(紫塚ﾆｭｰﾀｳﾝを除く) 鈴木　隆雄

戸野内､富池 齋藤　伸弘

市野沢 北條　政美

乙連沢､練貫、練貫ニュータウン、小滝苑 湯浅　泰正

羽田 松本　徹男

小滝（小滝苑を除く） 助川　邦男

北金丸 本澤　節子

南金丸、南金丸南部 津田　紀子

上奥沢(東雲､社地を除く) 熊田　正司

奥沢 小山田　紀男

鹿畑､赤瀬､北大和久(千丈ヶ丘団地を除く) 小池　えつ子

倉骨 菊池　恭子

主任児童委員 大島　芳子

　　〃　　　 欠員

親園北区､荻野目(新町) 國井　香子

親園南区､滝沢 秋元　道子

実取(実取団地､野崎ﾆｭｰﾀｳﾝを除く) 森　和枝

滝岡 平山　美代

花園 小林　浩子

宇田川・荻野目 君島　加与子

宇田川ニュータウン 欠員

佐久山(岩井町､桜町､上町､仲町､大沢) 小林 ミツ子

佐久山(下町､荒町､新町､松原) 菊地　孝行

平山､佐久山南部､大神南部一部 磯島　都子

藤沢､琵琶池､大神南部一部 加藤　昭子

福原 佐藤　ひろ子

大神､福原南部 渡邉　文英

主任児童委員（親園地区） 國井　尚子

主任児童委員（佐久山地区） 石﨑　球枝

上石上 小野﨑　久美

下石上一部(野崎） 杉本 尚子

下石上一部(野崎東町) 渡邊 京子

下石上一部（下石上） 橋本　貴幸

薄葉(上薄葉) 近藤　登

薄葉(薄葉団地) 村上　貴美枝

薄葉(中薄葉)､平沢 森嶋　正紀

実取(野崎ﾆｭｰﾀｳﾝ) 益子　徳子

薄葉(薄葉第2団地) 筒井　雅治

薄葉(薄葉第3団地) 上野　博

主任児童委員・野崎地区 唐橋　洋子

　　〃　　　　　〃 欠員
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令和5年3月1日現在

地区 区域（自治会） 氏　　名

大田原市　民生委員児童委員・主任児童委員名簿

狭原、小船渡 磯　靖生

湯津上上 青龍寺　弘範

湯津上下 深澤　朗美

佐良土(二升田～仲宿) 久保　充子

佐良土(古宿～佐良土西) 鈴木　昭夫

蛭畑 笹沼　一夫

蛭田 松江　眞理子

新宿、片府田 鈴木　春美

品川 野村　正平

中の原 西海　武雄

主任児童委員 磯尾　安代

　　〃　　　 岡見　伸子

田町1 鈴木　貴代美

田町2 戸村　幸雄

前田2 増田　玉枝

前田3 佐藤　笑美子

堀之内、北区（北野上) 渡邉　栄寿

南区（北野上) 荒牧　孝典

八塩 増子　幸治

北滝 川上　重光

片田、矢倉 矢野　弥生

亀久 鈴木　昌子

築地、奥沢 伊東　玲子

上町 益子　和紀

下町1 大石　香代子

下町2(旭町､栄町､堂川、寿町) 郡司　英俊

下町2(ひばりヶ丘､上の台) 石戸　正一

大豆田 飯島　佐由利

余瀬 阿久津　京子

蜂巣、篠原 黒田　美知子

桧木沢、桧木沢サイプレス 松本　茂

寒井南部、本郷、さつき台班 矢村　則子

寒井西部、北部 関谷　清美

中野内 髙林　政典

河原 髙倉　富子

両郷 菊池　清人

寺宿、木佐美 鈴木　愛子

大久保、久野又 益子　悟美

大輪、川田 益子　和枝

須佐木上 橋本　登志子

須佐木中・下 佐藤　千恵子

須賀川上 石井　恵美子

須賀川中 藤田　孝一

須賀川下 湯本　友子

雲岩寺、露久保、川上 大塚　武男

南方1・2 鈴木　光秀

主任児童委員（黒羽、須賀川地区） 髙梨 友子

主任児童委員（川西、両郷地区） 井戸沼 桂子
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