
番号 氏　    名 ふりがな

旧津 旧津 1 山田　清隆 やまだ　きよたか

神戸 半田、神戸 2 池田　長義 いけだ　ながよし

神戸 野田 3 池村　忠久 いけむら　ただひさ

安東 納所、常垣内、北河路 4 高野　照 たかの　てる

安東 観音寺、渋見 5 千羽　清志 ちば　きよし

安東 鹿毛、跡部、中跡部、一色 6 中林　岩二 なかばやし　いわつぐ

安東 河辺、長岡 7 田村　行正 たむら　ゆきまさ

櫛形 地下、十王、長田、赤坂 8 前田　真吾 まえだ　しんご

櫛形 殿村、小舟、産品 9 波多野　浩一 はたの　こういち

櫛形 広永、向井、四軒町 10 北川　哲也 きたがわ　てつや

藤水 藤水 11 奥山　晃秀 おくやま　あきひで

高茶屋 高茶屋 12 奥山　勘五郎 おくやま　かんごろう

雲出 雲出伊倉津町、雲出鋼管町 13 川北　幸伸 かわきた　ゆきのぶ

雲出 雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町 14 宮﨑　章 みやざき　あきら

一身田 一身田上津部田、一身田中野 15 佐𦚰　好潔 さわき　よしきよ

一身田 一身田大古曽、一身田平野 16 西山　公康 にしやま　ひろやす

一身田 一身田豊野、一身田町 17 森川　晃𠮷 もりかわ　こうきち

白塚 白塚 18 諸木　章 もろき　あきら

栗真 栗真 19 西田　尚郎 にしだ　ひさお

片田 片田 20 岡副　正一 おかぞえ　まさかず

高野尾 里 21 太田　陽清 おおた　はるきよ

高野尾 新町 22 岡安　俊也 おかやす　としや

高野尾 中町 23 長谷川　義久 はせがわ　よしひさ

大里 大里野田、大里山室 24 草深　泰幸 くさふか　やすゆき

大里 大里川北町、大里窪田町、 25 佐脇　芳樹 さわき　よしき

大里 大里小野田、大里睦合、豊久野 26 辻　賀正 つじ　よしまさ
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番号 氏　    名 ふりがな担当地区

久居
久居北口町、久居明神町、久居藤ヶ丘町、久居
持川町、久居野村町、久居小野辺町、久居相川
町、久居桜が丘町、

27 谷口　茂夫 たにぐち　しげお

久居

久居東鷹跡町、久居西鷹跡町、久居万町、久居
中町、久居幸町、久居旅籠町、久居寺町、久居
烏木町、久居射場町、久居井戸山町、久居野口
町、久居新町、久居本町、久居二ノ町、久居元
町、久居小戸木町

28 田中　昇 たなか　のぼる

桃園 牧町、川方町 29 青木　康昭 あおき　やすあき

桃園 新家町 30 小田　和生 おだ　かずお

桃園 木造町 31 田中　敏夫 たなか　としお

戸木 戸木 32 大井　一司 おおい　かずし

七栗
久居一色町、中村町、大鳥町、久居緑が丘
町 33 臼井　明 うすい　あきら

七栗 庄田町、森町 34 岸江　功作 きしえ　こうさく

榊原 榊原 35 坂口　健治 さかぐち　けんじ

須ヶ瀬 須ヶ瀬 36 印南　昌彦 いんなん　まさひこ

稲葉 稲葉 37 清水　速人 しみず　はやと

豊津 豊津 38 峠　浩志 とうげ　ひろし

上野 上野 39 清水　英治 しみず　えいじ

黒田 高佐、北黒田、浜田、赤部 40 伊藤　寛司 いとう　ひろし

黒田 南黒田 41 練木　正生 ねりき　まさお

黒田 三行 42 米倉　喜代治 よねくら　きよじ

椋本
椋本中（中町中、横町、高杉、新町西、新道、
中町東、八幡前、新町東、新町南、冨家西、冨
家東、新屋敷,椋本団地）

43 横山　俊治郎 よこやま　しゅんじろう

椋本 椋本東（豊久野西、豊久野東、岩原） 44 栗本　斉 くりもと　ひとし

椋本
椋本西（殿町、新横山、西町西、西町
東、中町西）

45 横山　哲則 よこやま　てつのり

明 明 46 豊濱　理 とよはま　おさむ

安西 萩野、北神山 47 松田　與嗣 まつだ　よしつぐ

安西 岡本、多門、小野平 48 近澤　茂 ちかざわ　しげる

雲林院 雲林院 49 杉谷　隆志 すぎたに　たかし

久居

河芸

芸濃
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番号 氏　    名 ふりがな担当地区

辰水 穴倉、高座原、日南田、船山 50 長谷　善麿 はせ　よしまろ

辰水 家所 51 米澤　喜久生 よねざわ　きくお

長野 長野 52 中西　正博 なかにし　まさひろ

高宮 高宮 53 服部　勝 はっとり　まさる

草生 仲之郷、平尾、生水 54 若林　秀樹 わかばやし　ひでき

草生 安部、二子、前田 55 横田　明人 よこた　あけひと

草生 山出、岩城 56 小川　寿夫 おがわ　ひさお

村主 岡南、村主、井上、浄土寺、妙法寺 57 中津　進 なかつ　すすむ

村主 神田、南神山、前野、光明寺、今徳、連部 58 田中　正 たなか　ただし

安濃 太田、清水、曽根 59 平松　和直 ひらまつ　かずなお

安濃 安濃 60 後久　芳秋 ごきゅう　よしあき

安濃 内多 61 若林　一博 わかばやし　かずひろ

明合 粟加、田端上野、東観音寺 62 中林　貴雄 なかばやし　たかお

明合 野口、戸島、大塚、荒木 63 中川　正弘 なかがわ　まさひろ

香良洲 香良洲 香良洲 64 川北　浩也 かわきた　ひろや

大井 井生 65 中山　幸則 なかやま　ゆきのり

大井 大仰、石橋、井関 66 松田　正美 まつだ　まさみ

波瀬 波瀬 67 飛岡　隆 とびおか　たかし

川合 其村、庄村、小戸木 68 大倉　勝秀 おおくら　かつひで

川合 小山、みのりケ丘、虹が丘、新沢田、片野 69 福井　政徳 ふくい　まさのり

川合 八太 70 山口　章 やまぐち　あきら

高岡 高野、其倉、野田 71 田中　竹次 たなか　たけつぐ

高岡 田尻、日置 72 田端　覚 たばた　さとる

一志

美里

安濃
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番号 氏　    名 ふりがな担当地区

家城 家城 73 岩﨑　忠弘 いわさき　ただひろ

川口 川口 74 和田　裕文 わだ　ひろふみ

大三 二本木、岡 75 筧　晴 かけひ　はるる

大三 三ヶ野 76 飯田　善久 いいだ　よしひさ

倭 倭 77 森田　正孝 もりた　まさたか

八ツ山 山田野、伊勢見 78 森川　茂幸 もりかわ　しげゆき

八ツ山 稲垣、古市、八対野 79 山本　治夫 やまもと　はるお

竹原 竹原 80 上杉　雅員 うえすぎ　まさかず

八知 八知 81 藤田　武 ふじた　たけし

太郎生 太郎生 82 中川　和雄 なかがわ　かずお

伊勢地 伊勢地 83 岸野　隆夫 きしの　たかお

八幡 八幡 84 鏡　二三男 かがみ　ふみお

多気 多気 85 家田　利夫 いえだ　としお

下之川 下之川 86 茨木　幸夫 いばらぎ　さちお

計 86名

白山

美杉
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