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行政区 区長 環境指導員 防犯委員
馬見塚中町区 田島　久雄 馬見塚正夫 宮本　政幸
馬見塚本町区 小林　郁雄 有馬　俊哉 和佐田直明
馬見塚渕町区 高木　　宏 茂木　利明 白石　和之
馬見塚清水町区 浅見　頼好 大久保秀敏 諏訪　辰夫
リバータウン広瀬区 荻原　賢次 桑原　　忠 八坂　哲司
長沼本郷町区 小茂田英彦 小国　好美 島田　昭雄
長沼町区 佐藤　重孝 星野　昌美 牛久保和彦
上蓮町区 境野　博之 田部井　進 氏家　康男
下蓮町区 佐藤　剛史 斎藤　安夫 佐藤　生一
国領町区 塩沢恵一郎 高柳　茂雄 富岡　吉治
飯島町区 石井　重雄 井田　公男 井田　進也

羽黒町区 江原　満穂 長谷川浅夫
矢島　正志
松波　利夫

西久保町一丁目区 小島　敏康 吉崎　明仁 景山　　一
西久保町二丁目区 中島　啓元 千吉良文彦 糸井　泰信
西久保町三丁目区 石川　利信 笠原　源二 木村　　務
曲沢町区 山崎　恒夫 佐藤　　貢 関口富喜夫
赤堀鹿島町区 荻原　　勉 荒木　敏和 渡辺　好造
間野谷町区 新井　賢一 新井　文男 堤　　純一
香林町一丁目区 須賀　永一 亀井　博行 新井　　清
香林町二丁目区 高柳　光男 高柳　　茂 境野　真澄
野町区 中島　和美 阿久沢　徹 茂木　芳則
磯町区 新井　勇一 金子　和夫 小林　恵一
西野町区 滝原　利明 滝原　一夫 樋口　和成
赤堀今井町一丁目区 田沼　教男 田沼　綾子 丸山　英樹
赤堀今井町二丁目区 阿部　辰男 佐藤　久夫 須田　勝彦
下触町区 神沢　春男 亀田　敏雄 大塚　潤一
五目牛町区 菊池　英二 工藤　雄一 柳岡　洋治
市場町一丁目区 南雲　秀幸 千本木孝一 笠原　忠弘
市場町二丁目区 松本　富雄 佐藤　雪子 石田　浩一
堀下町区 石田　正美 相羽　幸弘 八木　　均
小泉町区 牛久保　拓 田村　裕一 出島　正人
下代区 増茂　賀美 松島　義弘 小堀　　昇
平井町区 増茂　勝次 大谷　悦之 鈴木　恒男
下谷区 久保田　実 佐々木晴男 高橋　和雄
下区 小島　克志 新井　　学 福地　光明
新町区 水科　寿美 加辺　重夫 浅野　宗司
東町区 小保方民雄 萩原　宏昌 星野　武雄
八寸町区 井田　　仁 桑原　信男 須永千之介
三室町区 栗原　貞夫 木暮　隆光 木暮　忠夫
田部井上区 赤石　泰夫 尾内　克弘 堀田　　哲
田部井下区 監物武直規 鈴木　康平 小保方芳雄
向原区 木村　正章 新野見毎夫 阿久津仁一
東国定上区 諏訪　秀之 松原　邦夫 久保田正夫
東国定下区 諏訪　隆一 根岸　　彰 須賀　勝美
西国定上区 国定　伸吉 根岸　千明 高橋　武行
西国定下区 関口日出男 関口　基男 関口　仁志

行政区 区長 環境指導員 防犯委員
曲輪町一区 武　　恒夫 武　　恒夫 板垣　哲夫
曲輪町二区 中西　　保 小林　清和 中田　元雄
曲輪町三区 芝崎　和子 堀沢　政美 梅田　浩行
大手町一区 中沢　哲夫 鹿沼　　中 高橋　義司
大手町二区 中野　匡彦 坂庭　　敦 川端　　清
大手町三区 和佐田憲央 松崎　裕二 金井　　清
大手町四区 石塚　常幸 石塚　常幸 高草木郁夫
平和町一区 川端　　護 吉田　良子 川端　安雄
平和町二区 森田　修己 井藤　博正 高柳　嘉孝
平和町三区 細野　欣也 入沢　伸明 後閑　祐二
本町一区 浅田　清介 桜井　雅之 岩井田俊輔
本町二区 高山　和之 高山　和之 柳原　　啓
中央町一区 池田　育兄 清田　　忠 久保田　博
中央町二区 高畑　　博 田中　睦弘 黒田　唯志
中央町三区 土屋　一夫 唐沢満寿男
緑町区 千嶋　英二 小此木隆昇 馬場　英之
三光町区 松元　保昌 林　　和彦 豊島　建一
若葉町一区 草間　清孝 小倉　純一 星野　和夫
若葉町二区 岩木　　昇 入山　良光 阿部　孝男
喜多町区 高野　知子 田波寿美夫 吉川　昌明
宗高町区 北爪　俊男 本田　正男 宮崎　捷二
柳原町区 小林　　裕 飯塚　浩史 大和　成志
寿町区 村岡　由望 逸見　八郎 須田　清治
華蔵寺町区 塩野　信敏 若林　敏夫 三宮　龍治
末広町区 須永　博美 石原　　浩 小此木宏実
上泉町区 伊平　幸夫 島田　忠雄 長谷川順一
八坂町区 勅使川原隆志 鎌塚　元広 石橋　好文
今泉町二丁目区 阪上　　伸 村岡　　洋 小池美貴男
三和町曙区 宮沢　光男 鴨田　栄作 重田　　勉
三和町堤区 重田　正信 菊地　宏幸 矢島　卓幸
三和町書上区 深町　　栄 堤　　孝夫 重田　幹雄
本関町区 矢島　秀樹 千吉良高志 鈴木　利彦
鹿島町植木区 川端　森夫 渡辺　徳男 川端　森夫
鹿島町中下区 飯島　克也 山本　満雄 内山　　繁
上植木本町区 大沢　元子 田村　三郎 黒岩　俊政

豊城町区 松村　輝雄 斎藤　浩司
後閑　　剛
山口　善将

上諏訪町区 原　　敬一 津久井広治
福島　利之
梯　　洋行

日乃出町下諏訪区 津久井清隆 都丸　幸雄 久保田正利
日乃出町神谷区 細野　直樹 河端　謙治 石原　四郎
昭和町区 岩瀬　政博 小倉　誠吉 多賀谷　隆
宮前町区 嶋田　高之 神山　真吉 岡村　泰弘
東本町区 田中　義人 篠原　　謙 徳江　　裕
下植木町区 若林　孝宣 桑原　　豊 斎藤　恵次

今泉町一丁目区 八幡　武夫 天田　益雄
茂木　清孝
赤石　雅彦

行政区 区長 環境指導員 防犯委員
北千木町区 大和　正人 菊池　栄治 大和　嘉明
南千木町区 菊池　　章 鈴木　利一 鈴木　邦明
茂呂町一丁目区 高橋　　良 児島　健一 八田　　卓
茂呂町二丁目区 五十嵐泰三 品川　賢治 小暮　省吾
美茂呂町区 丸橋　正幸 児島　　実 佐藤　信男
ひろせ町区 岡　　和正 児島　雅久 森村　陽一
茂呂南町区 岡田　岩男 栗原　主一 栗原　忠之
新栄町区 兼藤　俊久 石川　龍雄 笠原　　明

波志江町一丁目区 上岡　正明 斎藤　文良
吉原　政幸
新藤　博己

波志江町二丁目区 真柴　　勇 神戸　恒幸 川村　正美
波志江町三丁目区 山本　和芳 阿久津博紀 中沢　俊雄

安堀町区 小島直一郎 石坂　　清
深町　益男
高野　健一

太田町区 海老沼保治 伊藤　康之
深沢　万也
渡辺　邦夫

稲荷町区 伊藤　栄司 松井　龍彦 伊藤　亮二

宮子町区 中野　和雄 桜井　貫市
井上　忠市
根岸道太郎

連取本町区 野村　長次 小森　　裕
泉　　一也
飯島　敏夫

連取元町区 本多　好幸 石川　守男 根岸　和男

連取町区 根岸　昭雄 飯島　弘和
中里　定行
山本　輝男

田中島町区 山崎　覚司 荻原　誠一
荻原　弘正
丸橋　真一

田中町区 栗原美記雄 横堀　孝男 高岸　祐司
上之宮町区 須田　聖一 徳江　基行 小林　佳夫
宮古町区 宇野　俊之 礒部　桂一 礒部　守聡
韮塚町区 森　　　隆 武井　茂幸 小内　勝正
阿弥大寺町区 小暮　勝己 中沢　康明 永守　正昭
今井町区 倉林　武久 渡辺　雅夫 菊地　司郎

山王町区 大沢　孝一 須永　弘通
小野里　賢
宮田　琢也

堀口町区 福島　順一 水戸　義明 伊井　　豊
中町区 小暮　文明 小此木　亘 鳴川　雅人
柴町区 荻野　恭輔 松村　辰博
戸谷塚町区 岩崎　光雄 小沢　　昇 矢内　正勝
福島町区 本木　　裕 本木　栄一 石川　純一
八斗島町区 菊川　良一 神倉　敏明 神倉　繁芳

除ケ町区 平田　　実 伊藤　隆康
小此木敏彦
足立　英二

大正寺町区 児島　啓介 清水　憲光 清水　喜一
富塚町区 都丸　勝己 小屋　秀男 高柳　行雄
下道寺町区 多賀谷裕幸 多賀谷　猛 多賀谷正人
馬見塚天神町区 石田　清一 古沢　正夫 石井　秀一
馬見塚三ツ橋町区 三友　　博 金井　通治 松本　　熟

行政区 区長 環境指導員 防犯委員
上田町区 斎藤　正広 桑原　初男 桂徳　昌己
西小保方町区 高橋　　進 竹沢　栄二 今泉　友明
境東町区 福島　　徹 橋本　　豊 坂入　悦男
諏訪町区 渋沢　　栄 中島　義雄 杉山　雄一
元町区 永井　一知 古郡　　悟 本間　勇治
南町区 近藤　憲治 本田　　稔 脇坂　保男
境仲町区 橋田　博之 斎藤　　寿 正田　哲男
上町区 毛塚　春夫 柳　　伸二 相良　典明
萩原町区 茂野　耕司 田島　恭介 田島　恭介
清水町区 高井　孝雄 小島　　年 打木　一好
百々東区 上野　隆男 小暮　幸夫 宮嶋　友幸
美原区 岡崎　弘光 田代　広志 大橋　一夫
百々区 高畑　武雄 新井　恒夫 田島　寿蔵
中島区 柿沼　一郎 堀込　和男 小林　哲男
西今井区 茂木　友広 茂木　　満 茂木　晴男
上矢島区 田代　栄作 羽鳥　武雄 大塚　誠一
伊与久一区 小林　敏保 小林　文彦 笛木　宏章
伊与久二区 大橋　勝雄 新井　武雄 西場平四郎
伊与久三区 五十嵐茂雄 星野　浩一 清水　恒夫
木島区 高木　孝三 高木　恒雄 高木　市也
下渕名六区 坂庭　浩司 中嶋　　浩 中嶋　啓次
下渕名七区 光山　　悟 新井　　諭 新井　純夫
上渕名区 長沼　　要 鈴木　　栄 高田　　博
東新井区 石倉　　正 高橋　一豊 清水　　徹
保泉区 松本　近史 飯島　信明 中山　三夫
保泉一丁目区 森田　幹夫 福元　　明 鹿又　正夫
上武士区 永井　　昇 金井　正雄 山田　泰三
下武士西区 石原　純一 高木　嘉明 柳田　　博
下武士東区 柳田　重幸 岡崎　　豊 中里　歳男
小此木区 岸　　博之 内田　新一 天田　雄三
新地区 白石　次郎 力丸　充作 田島　一栄
新野新田区 栗原　康夫 栗原　　清 栗原　　均
立作区 田島　俊和 町田　一雄 町田　一郎
北向区 小暮　通佳 高橋　秀男 田島　　弘
西島前河原区 渋沢　　昇 根岸　　貴 田島　武夫
平塚区 田部井嘉久 内田　静雄 田部井文夫
境新栄区 植竹　規市 朝倉伊佐雄 明戸　義行
南米岡区 金井　澄男 新井　一郎 中里　　進
北米岡区 竹田　　茂 金井　　実 竹田　　茂
栄町区 柳田　正人 坂庭　英水 金井　　稔
女塚区 内田寿美枝 小山　英勝 亀井　忠二
三ツ木区 菅家　芳朗 横山　和宏 猪田　　稔

※敬称略
※氏名の表記は、常用漢字または人名漢字を使用して
います
※中央町三区および柴町区の防犯委員については未定
のため空白で掲載しています

令和４年度  区長・環境指導員・防犯委員  を紹介します 問い合わせ　●区長＝行政課（☎27−2702）
　　　　　　●環境指導員＝資源循環課（☎27−2732）
　　　　　　●防犯委員＝安心安全課（☎27−2706）


