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二見野田崎町第１	 田代　耕作
二見野田崎町第２	 住永　敏男
       【龍峯校区 6 名】
岡町小路	 福田　貞雄
岡町中	 　　　　橋本　正行
岡町谷川	 田川　維善
興善寺町	 加来　經久
川田町東	 松永　伸夫
川田町西	 森　　喜一
    【坂本校区 71 名】
古田	 　　　和久田　正信
下今泉	 　　　　木村　喜一
上今泉	 　　　　坂田　哲彦
小川	 　　　　冨永　昌一
袈裟堂	 　　　　豊田　義明
段	　　　　　　　前坂　			通
横石	 　　　　藤田　　徹
原女木　　	 田中　光都
川口	 　　　　榎田　榮一
下深水	 　　　　髙野　英雄
坂本平野	 谷口　繁男
上深水・九折	 中崎　昭男
嶽	　　　　　　			中川　一男
板ノ平　　	 坂田　　隆
生名子	 　　　　山田　利治
瀬高	 　　　　松島　一郎
下代瀬	 　　　　木本　生光
馬廻・中谷川口	 橋本　一一
小崎	 　　　　有馬　敏彦
衣領	 　　　　谷口　　巧
木々子	 　　　久保田　賢一
小崎辻	 　　　宮岡　理一郎
大林	 　　　　松本　良弘
坂本古屋敷	 坂井　守雄
早水	 　　　　大田　　勇
日田地	 　　　　谷岡　照夫
稲入	 　　　　石坂　　保
大平	 　　　　橋本　　篤
登俣	 　　　　坂中　康明
辻																									杉山　				泉
日光	 　　　　蓑田　和儀
責　　　	 谷﨑　時男
川原谷　	 森口　義行
坊ノ木場　　　谷川　益次郎
上片岩	 　　　　松田　健二
下片岩	 　　　　山本　敏道
油谷	 　　　　藤下　和智
坂本	 　　　坂田　利恵子
松崎	 　　　　松村　賢治
合志野	 　　　　黒岩　正道
渋利	 　　　　黒山　　明

荒瀬	 　　　　松村　政利
藤本	 　　　　蓑田　孝幸
大門	 　　　　垣野　安德
佐瀬野	 　　　　緒方　　馨
下葉木	 　　　　髙宮　和敏
上葉木	 　　　　森下　政孝
下鎌瀬	 　　　　元村　順宣
上鎌瀬	 　　　　松川　　明
三坂	 　　　　石坂　正光
中津道	 　　　　上田　修二
枳之俣	 　　　山田　美喜男
横様	 　　　　山﨑　由光
市ノ俣	 　　　中川　ミツ子
瀬戸石	 　　　　宮坂　茂盛
西鎌瀬	 　　　　宮川　莊一
破木・与奈久	 上野　　清
下鶴　　	 本村　政純
中鶴	 　　　　谷口　春雄
上鶴	 　　　　呑田　和幸
女原	 　　　　山﨑　重昌
寺前瀬	 　　　　深田　美好
石丸	 　　　　岩﨑　隆晴
中畑	 　　　　坂井　繁實
板持	 　　　鶴本　壽次郎
大門瀬	 　　　　藤本　隆士
鬼丸	 　　　　森本　和義
陣之内	 　　　　宮本　榮蘇
馬場	 　　　　松田　正三
山口	 　　　山口　九州男
小川内・板練　中川　はつ子
     【千丁校区 16 名】
上土	 　　　　松本　勝也
上外牟田	 宮田　美隆
下外牟田	 和田　　保
北村	 　　　福田　不二男
太牟田塘	 入田　　潔
北吉王丸	 葊瀬　　繁
南吉王丸	 守田　利昭
新牟田一番組	 松見　　勇
新牟田二番組	 福田　輝美
新牟田三番組	 村田　健一
東牟田	 　　　　吉仲　善成
西牟田上組	 濱田　安道
西牟田下組	 野島　敏光
二の丸新地	 坂田　安男
八代新地	 藤本　一司
川開	 　　　　西浦　一広
        【鏡校区 26 名】
駅前　　	 竹中　愼一
下有佐	 　　　　田島　貞雄
有佐	 　　　　白石　義久

中島　　　　			寉田　八州男
下村	 　　　　浦川　壽俊
上鏡	 　　　　早川　一則
鏡村（仮屋）	 稲田　康博
鏡村（火の口）	 秋田　順男	
内田東	 　　　　宮本　　章
内田西	 　　　　清水　宣則
鏡町１　　	 江上　喜春
鏡町２	 　　　　𠮷井　　深
津口　　	 中田　明保
芝口	 　　　　森永　德幸
野崎	 　　　　宮崎　忠二
宝出　　	 沖田　　隆
外出	 　　　　園田　初男
北出	 　　　　𠮷田　征男
大還	 　　　　稲葉　正光
貝洲	 　　　　松村　秀勝
硴原	 　　　緒方　十四一
塩浜	 　　　　中村　榮一
東区	 　　　　田川　拓夫
中区	 　　　　本島　正敏
西区	 　　　　森﨑　英利
港区	 　　　　森口　義則
     【東陽校区 28 名】
西原	 　　　　志水　			隆
五反田	 　　　　山口　俊幸
新里	 　　　　吉村　隆男
椎屋	 　　　　岩井　　壽
差野	 　　　　上田　和明
畑中	 　　　福田　拾七雄
赤山	 　　　　山田　孝一
栗林	 　　　　尾村　克己
平野団地	 緖方　郁夫
東陽平野	 山内　裕次
種山　　　　　		小林	　　繁
杉の本　　	 白石　善吾
早瀬	 　　　　髙橋　　登
黒渕	 　　　　前田　和光
陣内	 　　　　黒田　武生
新開	 　　　　濱田　芳信
重見	 　　　　大石　利德
館原	 　　　　村井　忠孝
内の原	 　　　　松永　康司
箱石	 　　　　緒方　敏雄
美生	 　　　　平岡　和規
鶴下	 　　　　大石　　賢
鶴中	 　　　　後村　新一
鶴上	 　　　　大石　哲朗
久木野	 　　　　岩本　清光
鹿路	 　　　　村﨑　　安
座連	 　　　　中村　智博

坂より上	 橋永　鶴雄
      【泉校区 48 名】
本屋敷　　	 片山　惠充
白木平	 　　　			中石　	　勝
松の原　　	 中石　政光
犬山	 　　　　岩本　勝美
広平	 　　　渡邊　藤太郎
泉古屋敷	 岩村　敏龍
沢無田	 　　　　森永　成人
宮の崎	 　　　満潮　富士代
土生	 　　　　下村　一成
井櫃	 　　　　東　美代子
尾園	 　　　　山本　孝行
平	　　　　　　			永田　龍義
中尾	 　　　　西尾　照夫
定野	 　　　			上田　	恒好
和小路																	中嶋			　	等
矢山	 　　　　山口　　定
白岩戸	 　　　　福田　一雄
糸原	 　　　　杉本　利則
上の門下	 本山　幸人
上の門上　　　喜代門　慶心
二重	 　　　　今田　義満
打越　　	 池田　米造
河合場	 　　　　高原　浩一
深山　　　　	 那須　　嘉
木場	 　　　　坂田　五男
一ツ氏	 　　　　椎葉　重昭
横手	 　　　　水野　浩昭
岩奥	 　　　　緒方　光一
板木	 　　　　森田　　學
保口	 　　　　那須　昭光
泉野添	 　　　　山本　富雄
杉の谷	 　　　　坂口　富雄
日当	 　　　　本村　　勉
深山谷	 　　　　藤﨑　英信
下赤根	 　　　　遠山　秀憲
上赤根	 　　　　澤田　夏雄
古園	 　　　　押方　久実
乙川	 　　　溝田　美子吉
南川内	 　　　　野田　長生
久連子　	 平﨑　謙次
椎原	 　　　　岡部　良明
小原	 　　　　枝川　賢治
西の岩、黒原	 右山　敏博
朴の木	 　　　　杉本　山廣
葉木　　	 緒方　勢一
下樅木	 　　　　高尾　　昇
上樅木	 　　　　山村　久好
氷川台　　　　　幸山　昌生
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これから２年間お世話になる市政協力員
さんです。（379人）任期：平成22年３月31日まで　【敬称略】

　　【代陽校区 25 名】
出町　　　　　　石坂　直行
鷹辻町	 　　　　岡山　信男
通町　　　　　　森本　常雄
袋小路町　　　　髙橋　　榮
宮之町	 　　　　宮端　義信
二之町	 　　　　山川　昭三
袋町	 　　　阿部　哲二郎
千仏町	 　　　　岡　　隆司
本町一丁目										大西　富夫
本町二丁目										江濱　吉衞
紺屋町	 　　　　大野　久義
中島町	 　　　　進　　英夫
長町	 　　　　荒木　哲夫
興国町	 　　　　秋永　烈夫
南松江町　　			　上村　國美
北松江町第１			遠山　千代里
北松江町第２			　宮本　和之
東松江城町	 掛樋　洋一
西松江城町第１			村山　　忍
西松江城町第２　熊部　　巧
徳淵町																	秋月　孝一
淵原町																	前田　　力
本町三丁目							　豊島　政吉
北荒神町														疋田　要範
横手町																	田原　道德
　  【八代校区 13 名】
本町四丁目										小林　道雄
南荒神町														有馬　光敏
舟大工町														前田　秀康
北塩屋町第１							福岡　克明
北塩屋町第２							山内　末喜
中塩屋町　										上村　正利
東塩屋町							　　馬渕　惺敬
八幡町	 														橋本　敬助
蛇籠町	 　							　住吉　謙造
建馬町	 　　							田川　　篤
新開町	 											西畑　美代子
港町	 											久保田　尚夫
築添町	 　											庄野　末葊
     【太田郷校区 30 名】
東片町	 　							岡田　富美介
上片町	 														八木田　要
中片町	 　											松永　全司
西片町第１										荒川　育三
西片町第２										谷口　重春
長田町	 　　							田中　義洋

上日置町上							本田　紀久男
上日置町下										市村　征利
久保町	 											井山　九洲男
水戸町　　										原田　則雄
上西町	 　　							杉山　　豊
天神町	 　　							遠山　宇宙
栄町	 　											小松　八郎
中町	 　											村嶋　隆利
楠町第１														石村			洋一
楠町第２　						　	山口　竹彦
西通町	 							　　谷口　武範
毘舎丸町第１							小田　昭雄
毘舎丸町第２							上村　辰男
浪川町	 　　							福原　義光
日置町	 　　　今大路　一彦
横手下町	 川上　一雄
横手松馬場町	 井上　政勝
大手町	 　　　　髙岡　　晃
横手上町第１	 山本　正德
横手上町第２	 和田　儀平
横手上町第３	 髙橋　靜夫
井上町	 　　　　溝口　廣義
竹原町	 　　　　三嶋　勝美
島田町	 　　　　小橋　　昇
      【植柳校区 6 名】
植柳上町第１	 上田　春男
植柳上町第２	 岩﨑　敏勝
植柳元町	 下山　益穂
植柳下町第１	 稲本　義勝
植柳下町第２	 武田　文夫
大福寺町	 楮本　義紀
     【麦島校区 12 名】
麦島東西町	 加藤　計輔
迎町一丁目	 宮川　文好
迎町二丁目	 藤井　哲子
迎町下第１	 坂本　勝英
迎町下第２	 濵田　篤治
千反町一丁目	 古嶋　博恭
千反町二丁目	 瀬上　傳助
古城町第１	 宮川　誠也
古城町第２	 田浦　　朴
古城町八の字堰	 坂本　正夫
中北町	 　　　　泉　　　享
植柳新町	 黒木　　毅
      【松高校区 13 名】
松崎町第１	 前垣　信三
松崎町第２	 平田　利勝

松崎町第３	 德永　禎男
河原町	 　　　　黒田　康孝
永碇町東	 福島　　孝
永碇町西	 松山　　弘
永碇町北　　　波多野　邦昭
高小原町	 竹原　利秋
井揚町	 　　　　嶋田　清信
沖町	 　　　　脇坂　義冨
高島町第１	 白木　昭夫
高島町第２	 植原　　勉
大島町	 　　　　岩﨑　昭廣
     【八千把校区 16 名】
大村町第１	 西本　重光
大村町第２	 石田　　太
上野町	 　　　　吉村　勝之
海士江町第１	 山本　博泰
海士江町第２	 久保　貴資
田中町	 　　　　福島　秀治
田中東町　　　宇佐美　正行
田中北町	 柴原　　淳
田中西町	 福島　　忠
古閑上町	 清永　鉄夫
古閑中町第１	 島田　康之
古閑中町第２	 古閑　壽幸
古閑中町第３	 吉田　俊春
古閑下町	 永吉　秀幸
古閑浜町第１	 伊藤　武康
古閑浜町第２	 中村　清雄
    【高田校区 10 名】
豊原上町	 一野　守男
豊原中町	 早瀬　洋志
豊原下町第１	 内田　利久
豊原下町第２	 河南　　勉
奈良木町	 中村　　勇
本野町	 　　　　林　　茂喜
平山新町	 山田　壽雄
高下東町	 清松　義史
高下西町第１	 松村　俊治
高下西町第２	 山田　信男
    【金剛校区 12 名】
敷川内町	 德田　武治
催合町	 　　　　山下　　造
揚町	 　　　　福田　　賢
高植本町第１	 穂田　　篤
高植本町第２	 中村　啓一
水島町	 　　　永田　萬年生
鼠蔵町	 　　　　古川　典也
三江湖町	 塩塚　道男
北原町	 　　　　岩本　光義
葭牟田町	 橋塚　雅満
南平和町	 古賀　博典

北平和町　　　柴田　農夫男
       【郡築校区 13 名】
郡築一番町第１	 福田　　實
郡築一番町第２	 山田　辰己
郡築二番町	 山本　昭三
郡築三番町	 内田　義雄
郡築四番町	 小林　　勲
郡築五番町	 池田　國雄
郡築六番町	 下崎　　勉
郡築七番町	 奥村　義葊
郡築八番町	 田川　清隆
郡築九番町	 松村　國光
郡築十番町	 満島　　進
郡築十一番町	 岩永　　巖
郡築十二番町	 岡村　末彦
　　 【宮地校区６名】
妙見町	 　　　　豊野　哲士
宮地町	 　　　　岩野　福雄
西宮町	 　　　　松永　善既
古麓町	 　　　　橋本　和久
東町上	 　　　　澤田　　司
東町下	 　　　　松田　　正
　【日奈久校区 15 名】
日奈久新開町	 杉野　一男
日奈久大坪町	 堤　　道晴
日奈久新田町	 泉　　博之
日奈久山下町	 下山　勲夫
日奈久竹之内町	 西村　誠二
日奈久塩北町	 平田　啓爾
日奈久塩南町	 橋本　勝利
日奈久浜町	 吉永　耕作
日奈久東町	 髙藤　　登
日奈久中町	 小松　明治
日奈久上西町	 山崎　主計
日奈久中西町	 江﨑　英敏
日奈久下西町第１			林田　賢吉
日奈久下西町第２			山本　壽夫
日奈久馬越町	 吉田　　貢
        【昭和校区 3 名】
昭和日進町	 渕川　勝則
昭和明徴町	 河瀨　　嵩
昭和同仁町	 坂田　憲治
     【二見校区 10 名】
二見洲口町第１	 山本　幹雄
二見洲口町第２	 上村　周二
二見本町第１	 宮坂　伸顕
二見本町第２	 大原　友春
二見赤松町第１	 溝口　利明
二見赤松町第２	 藪　　秋雄
二見下大野町第１			坂本　康喜
二見下大野町第２			牧　　宗一


