
市役所からのお知らせ 市役所からのお知らせ

　委員名欄の（未定）地域は、委員が決まり次第、広報とわだでお知
らせします。委員が不在の地域に住んでいて、相談したいことがある
ときは、生活福祉課にお問い合わせください。

担当地区 委員名 電話番号
西地区

西金崎（西二十二番町西側）東側 柴崎　さち子 22-8056
西金崎（西二十二番町西側）西側、赤沼
下平の一部 黒子　まゆみ 22-8830

西五番町1～6、14、15、18、19、22、
24、西十五番町1、6～11 外山　忠男 22-2718

西六番町全域 池田　正章 23-8913
西十四番町21～41、43～48 山本　教雄 24-0727
西十五番町14～37、西十六番町19～33 （未定）
西五番町8～13、16、17、20、21、23、
28、30、西十五番町2～5、12、13 川上　かつ子 23-8439

西十六番町1～18 大西　良雄 22-8248
西二十三番町11～17、22～24、28、29、
35、36、41、43、47～50、54 北田　章 22-0433

並木西の一部 國分　隆子 22-5225
西十四番町50、西十五番町43、西小稲の
一部（県道中渡・十和田線北側）、並木
西の一部

米内山　君子 25-1101

西十五番町38～41、西小稲の一部(県道
中渡・十和田線南側）、白上の一部 木野　悦子 23-9980

赤沼全域（赤沼下平の一部、沼袋の一部
を除く） 東　良子 23-3088

下切田、向切田、横道、平林、橋場 （未定）
豊川、寺地、久保、程野、半在池、上館、
外ノ沢 繁在家　勝夫 23-5661

夏間木、中屋敷、見世、上谷地、下谷地、
泥ノ木 小笠原　佳子 28-3559

佐野、桜平、種原、道ノ北、松屋敷、中
渡 大竹　光雄 28-2802

向町、高谷、野月、石倉、大明神、北野 鶴田　秀夫 28-3851
高屋、横倉、舘、米内沼 今泉　文子 28-3083
赤伏、漆畑、堤頭、指久保、コゲ畑 舛澤　俊夫 28-3715
平山、柏木、笊畑、小林、蒼前平、長下、
森ノ越 太田　穣 28-2318

万内、清瀬、大不動、川尻、杉ノ木 成田　正男 28-2092
北地区

井戸頭団地、北平の一部 関川　典子 23-4963
佐井幅、本金崎の一部（八郷、本金崎、
晴山線の南側）、沼袋の一部 上坂　吉美 23-8011

中掫、矢神、沢幅、板ノ沢、中板ノ沢 沢目　ユキヱ 26-2049
熊ノ沢、中村、梅、石渡、増沢 小原　一夫 26-2733
深持 中野渡　真古登 26-2256
晴山、三間木沢 佐々木　秀美 22-0303
長根尻、南平、豊栄 米田　弘子 23-3174
豊良、小田道、羽立、五十貫田 山田　誠一 27-2547
栄森、茶屋、後野の一部（北側）、井戸
頭の一部、妻ノ神 （未定）

後野、井戸頭の一部 （未定）
七郷、間遠地、千歳森の一部（元町、ち
とせ小学校北線の北側） 佐々木　りえ子 22-3296

上平全域、千歳森の一部 佐藤　きみゑ 23-4584
洞内 佐々木　重康 27-2708

民生委員・児童委員を紹介します民生委員・児童委員を紹介します

　３年に１度の民生委員・児童委員の一斉改選により、各地区の委員が決まりましたのでお知らせします。
　民生委員・児童委員は、行政機関をはじめ社会福祉協議会など関係機関と協力・連携し、地域の人の「身近
な相談役」として活動します。任期は令和４年11月30日までです。

問生活福祉課☎516749

担当地区 委員名 電話番号
東地区

稲生町1～16 （未定）
稲生町17～24 加賀沢　京子 23-1711
東一番町1～6 （未定）
東一番町7～12 赤石　テイ子 23-0326
東二番町全域 菊池　裕子 23-0054
東三番町1、2、7、8、21～23、26 廣瀬　トモ子 23-7337
東三番町24、25、27～34 小林　千惠 23-0654
東三番町3、4、9、35 小笠原　勉 23-4567
東三番町5、6、10、36～39 大巻　義治 22-9383
ひがしの一丁目、ひがしの二丁目1～12、
18～24 櫻田　富士子 22-5308

ひがしの二丁目13～17、25～30、一本
木沢一丁目 小笠原　一廣 22-6325

東十一番町1～5、8、11、14～18、22、
23 小野　節子 22-0509

東十一番町6、7、13、19～21、24、25、
東十二番町7、10、11、14、15、18 野月　祝子 23-7071

東十二番町1～6、8、12、16、17、19
～21 元木　キン子 23-9527

東十三番町1～8、16～24、30、34～36 川村　友子 22-5286
東十三番町9～15、25～29、31～33、
37～51 和島　陽子 22-2595

東二十一番町1～34 太田　のぶ 23-0373
東二十二番町1～17 太田　榮子 20-2780
東二十二番町18～26 長谷地　弘子 23-9495
東二十三番町1～18 （未定）

東二十三番町19～35 簗田　明博
090-
2954-
8484

東二十四番町1～16、牛泊西側 杉山　幸雄 25-1253
東二十四番町17～40、牛泊東側 中野渡　三男 24-3398
東二十一番町35、36、東二十二番町27～
30、東二十四番町41～50、里ノ沢 大沢　幸雄 25-0768

元町東一丁目、元町東二丁目1～14 畑中　チヨ 22-0205
元町東三丁目、元町東四丁目1～8、14～
17、元町東五丁目 西野　トキ 22-1132

北平の一部、元町東二丁目15、16、元町
東四丁目10～12 佐藤　牧子 23-9824

中地区
元町西一丁目、元町西二丁目 田邊　恭子 25-0261
元町西四丁目、元町西五丁目 野坂　恵子 24-1021
元町西三丁目、元町西六丁目、千歳森の
一部（元町、ちとせ小学校北線の南側） 野月　康範 24-1243

西一番町1～11、16～19 寺澤　栄子 22-1528
西一番町12～15、20～23 庭田　啓子 22-6774
西二番町全域、西三番町1～8 （未定）
西三番町14～19 中西　章子 23-4756

担当地区 委員名 電話番号
西三番町20～24 秋元　幸子 23-7527
西四番町1、2、4～6、8、9、12、13 沼田　君男 24-1977
西四番町3、7、10、11、14、15 佐々木　光子 23-2860
西十一番町25～40 （未定）
西十一番町3、7、11、15、19～24、50
～58 太田　靜子 23-6946

西十一番町1、2、4～6、8～10、12～
14、16～18 （未定）

西十二番町全域 西野　惠子 23-3238
西十三番町25～37 小山田　良子 23-3435
西十三番町38～52 内山　育子 24-2303
西十三番町1～5、53～63 成田　薫 22-7151
西十四番町1～8、10～20 島谷　いつ子 23-9401
西二十一番町1～29 （未定）
西二十一番町53～69 遠藤　育子 22-7638
西二十一番町30～52 （未定）
西二十二番町1～15 成田　礼子 23-9036
西二十二番町19～31 目時　孝子 23-4445
西二十二番町32～44 （未定）
西二十二番町45～51 （未定）
西二十三番町37～40、44～46、51～53、
55～60 成田　厚子 22-4883

西二十三番町1～10、18～21、25～27、
30～34 新山　茂樹 23-2941

南地区
東四番町全域 小笠原　千枝子 23-3741
東十四番町1～29 （未定）
東五番町全域 （未定）
東六番町全域 角田　富美子 22-3895
東十四番町31～56、東十五番町31～58 稲場　暁子 23-7100
東十五番町1～28、東十六番町全域 今泉　ゆみ子 23-5407
穂並町1～5 悪原　まき子 23-1656
穂並町6～16 盛合　洋子 22-6357
稲吉の一部、野崎 北上　稔 23-1344
稲吉の一部、東小稲 長畑　清二 22-4117
藤高、高清水、富庫美 蝦名　幹秀 25-7103
一本木町、西白上 松田　忠美 23-1217
小林、緑町 （未定）
上通り、白上中通り、白上、上第一 下山　照子 22-7184
上街の一部、林町 苫米地　育子 22-1756
中央、下通り、長漕、上街の一部 庄子　弘幸 23-2504
高見上、高見下、六日町、箕輪、大和、
喜多美町 平舘　龍太郎 23-5782

藤島、小山、和島 國分　イチ 28-2176
伝法寺、長台、大窪、一本松、段ノ前 竹内　正子 28-3815
本町、羽立、泉田、和田山、盲沼、荊窪 古舘　專一 28-3323

民生委員・児童委員

担当地区 委員名 電話番号
北野、下町、芋久保 仁和　祐三子 27-2842
大沢田、千刈田、立崎、八斗沢、大崎、
椛沢 佐々木　茂雄 27-2745

牛鍵、早坂、大下内 甲田　隆博 27-3654
豊ヶ岡、伊谷沢、東栄、清水、豊平 山端　登 27-3363
千里平、栄松、十美岡、中平 齋藤　美悦 22-6093
一本木沢（県道上野・十和田線西側）、
樋口、一本木沢二丁目、下平の一部、北
平の一部

河内　雄二 24-1103

一本木沢（県道上野・十和田線東側）、
樋口の一部 十枝内　美和 22-3726

下平のほぼ全域 松尾　ちづ子 22-4373
十和田湖地区

休屋 金村　金作 75-2546
宇樽部、子ノ口 久保　一男 75-2417
蔦、焼山 高渕　裕子 74-2325
中川原、冷水、道交、立石、高田 原　新一 72-2556

上川目、下川目、仙ノ沢、田茂木、森原 村井　春夫
090-
2602-
5004

新川原 （未定）
小沢口、中ノ渡 漆坂　 72-2704
渕沢、片貝沢、栃久保、大畑野 白山　廣美 74-2674
百目木、漆畑、山口 山田　修 72-2775
法量、両泉寺 田中　潤一 72-2527
中里、川代、山屋、鳥谷附、有備 川村　ちせ子 72-2762
川口、新田、段ノ台、長沢上り 櫻田　裕二 72-2170
深堀、水尻、向村、舘、芦名沢、篠沢山
開拓 長沢　とも子 73-2210

田屋、二ツ家 工藤　悦子 73-2721
下洗 森　智子 73-2552
三日市 （未定）
太田、太田川原 太田　明良 73-2517

主任児童委員
担当地区 委員名 電話番号

東地区
佐々木　しん 22-4898
佐藤　やえ 23-8165

中地区
三好　みせ子 23-7106
笠石　敦子 23-5734

南地区
木村　弥生 22-7226
小笠原　孝子 23-7114

西地区
下佐　寿文

080-
5572-
4409

郡川　百合子 28-2723

北地区
沢目　禎子 20-6185
山田　美保子 27-2345

十和田湖地区
（未定）
赤石　春子 73-2582

気軽にご相談ください
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