
黒部市民生委員児童委員名簿（任期：R4.12.1～R7.11.30）

地区 担当町内 役職 氏　　名 地区 担当町内 役職 氏　　名

生地 神明町 湊屋　喜栄子 三日市 大町 福島　啓子

生地 上町 ◎ 能登　由喜江 三日市 寺町 ◎ 中田　美智子

生地 四十物町 能村　幸子 三日市 石山　三千男

生地 大町 鷹田　由美子 三日市 立花　多井子

生地 〇 濵松　佐知子 三日市 牧野 中田　孝夫

生地 〇 根塚　左衛子 三日市 栄町 中田　浩子

生地 紙屋　正志 三日市 堂田 〇 飯田　睦子

生地 宮野　良子 三日市 中坪　徹

生地 武隈　裕子 三日市 橋本　由紀子

生地 塚田　美枝子 前沢 下組・黒瀬 朝倉　めぐみ

生地 主任児童委員 園家　護久 前沢 前山・中部 ◎ 中谷　弥志雄

石田 犬山 宮﨑　秀雄 前沢 山田新・吉宮・栗寺 柿林　一與司

石田 佐賀　冨士雄 前沢 布施山 〇 四十物　知枝

石田 中野　祐子 前沢 主任児童委員 折川　信子

石田 新町 中野　順子 荻生 西上野・新堂の一部 大坪　光代

石田 舟川　敦子 荻生 東上野・中上野・新堂の一部 ◎ 桝谷　稔

石田 菊地　正子 荻生 長屋・寺坪・中村 荻野　一樹

石田 ◎ 山本　敏郎 荻生 稲垣　博行

石田 立野 鮫澤　由加利 荻生 〇 稲垣　伸寿

石田 町堀切 長谷川　正志 荻生 沖・大橋・荒井野 結城　美喜子

石田 堀切 佐度　昭子 荻生 長正寺・栗林・愛川 上島　斎

石田 天神新 〇 平　正夫 荻生 主任児童委員 大田　真由美

石田 堀切市営住宅 沼尾　弘明 若栗 舌山 ◎ 黒田　文雄

石田 窪田　みゆき 若栗 中村・グリーンタウン 古湊　美紀子

石田 桶屋　栄子 若栗 中坪・浦川端・若栗台 川村　正雄

田家 荒町 高野　睦美 若栗 東町・八社・両瀬 〇 長谷川　孝志

田家 北田家新 ◎ 田村　豊嗣 若栗 大越・袖野・西町 舟田　富二雄

田家 南田家新 白神　友子 若栗 主任児童委員 川﨑　豊子

田家 山田 蛇澤　志津子 東布施 中陣・朴谷 〇 前田　富士惠

田家 阿古屋野・窪野・神谷・上田家野・鏡野 臼田　淳悦 東布施 尾山・柳沢・別所 安藤　夕起美

田家 下田家野 〇 中田　麻紀 東布施 阿弥陀堂・釈迦堂 ◎ 山本　善啓

田家 主任児童委員 山田　美稔子 東布施 内生谷・笠破・田籾 村田　まゆみ

村椿 出島 島　孝好 東布施 池尻・福平 前屋　京子

村椿 六天 〇 髙橋　勝俊 東布施 主任児童委員 谷島　傅俊

村椿 飯沢 得能　久美子 宇奈月 宇奈月温泉２区 松下　幸之助

村椿 吉田 ◎ 吉田　博明 宇奈月 宇奈月温泉３・４区 〇 浅田　千惠子

村椿 荒俣・大開 寺田　初彦 宇奈月 内山１・２・３区 岩坂　美代子

村椿 飛騨 松井　美之 宇奈月 内山４・５区 佐々木　正雪

村椿 主任児童委員 能澤　英樹 宇奈月 音澤 佐々木　俊一

大布施 岸上　哲仁 宇奈月 明日１・2区 山本　かず子

大布施 髙村　義和 宇奈月 明日３区・愛本新1区 ◎ 山本　正明

大布施 新村　恵子 宇奈月 愛本新２・3区 中山　明美

大布施 〇 平野　洋子 宇奈月 中ノ口・中谷 大森　崇督

大布施 大川　俊和 宇奈月 栗虫 川内　榮子

大布施 牧野　清美 宇奈月 下立１・2区 〇 滝林　恵子

大布施 〇 中野　勝文 宇奈月 下立3区 山口　茂實

大布施 栃沢 ◎ 藤澤　義信 宇奈月 下立4区 長谷川　淳子

大布施 大野　悟志 宇奈月 下立5区 川口　利憲

大布施 松野　俊博 宇奈月 主任児童委員 草野　敬一

大布施 堀高 朴谷　義雄 浦山 浦山６区 油本　隆宏

大布施 新堀高 筒井　まつい 浦山 浦山７・１５区 魚澤　栄子

大布施 堀切新 沖野　貞子 浦山 浦山８区・９区（住宅３号棟） 深井　久美子

大布施 ● 開沢　憲三 浦山 浦山１０・１１区 ◎ 新保　満夫

大布施 多田　康浩 浦山 浦山９（住宅１・２号棟）・１２区 大田　國彦

三日市 大黒町 東山　正子 浦山 浦山１３・１４区 森田　敏博

三日市 椚町 〇 廣木　久信 浦山 主任児童委員 〇 百石　富士雄

三日市 桜町 大島　幾子 ◎：地区会長、○：地区副会長、●：主任児童委員代表

三日市 新天 舟川　正範

三日市 岩井　眞一

三日市 池原　直美

主任児童委員

宮川町

阿弥陀堂

芦崎

沓掛

三島町

主任児童委員

西小路

浜石田

岡

植木

北野・金屋・古御堂

中新

主任児童委員

東三日市


