
羽島市防災コーディネーター登録者一覧（R4.03.31現在）

足近町 小熊町 新生町 正木町
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

岩越　さつき 上野　敬一郎 入野　健 上利　徹次 古野　惠美子
岩越　則男 太田　由紀 清水　政男 味岡　敏文 水谷　貴志江
岩田　真澄 小野塚　二郎 姉川　正美 水野　晴香
糟谷　陽子 川瀬　佳一郎 安藤　明美 安井　和夫
糟谷　玲子 川瀬　裕史 飯田　直美 山川　正明
川島　正司 河出　あずさ 井手　行信 山木田　昌彦
葛谷　国博 河出　正光 伊藤　克彦 山口　政子
桑島　弘孝 久瀨　綾 伊藤　國彦 山本　武司
武山　博光 鈴木　崇久 伊藤　保昭 吉田　初美
武山　三成 疋田　一男 稲村　智明 吉村　治明
名和　泰典 南谷　秀直 井上　史子 渡邉　俊博
野田　知弘 柳　征吾 今井田　直 丹羽　啓次
野々村　郁夫 柳町　国夫 岩田　真宏 小島　行保
服部　達也 柳町　容子 江崎　一利 安藤　明人
廣井　和也 渡辺　享司 小川　厚 後藤　眞孝
日比野　勝則 南谷　義司 小川　孝史 伊藤　賢二
稲垣　正孝 小島　昌雄 小川　盛男 吉澤　奈緒美
岩田　紀美代 大野木　真 奥田　實 山田　優
糟谷　美知子 安藤　昌夫 尾関　たま子 山中　里美

中村　勝 河合　秀修 安井　智子
岩田　千里 北川　晴将 味岡　巖
大野　清美 久富　智子 安井　昭伊
三輪　正男 久富　昌美 山岡　節雄
南谷　芳子 小島　明 鈴木　一夫
大野　宏記 小島　章治 河田　好民
大橋　真美 駒瀬　信子 小西　隆晴
浅野　勝紀 熊谷　ユミ 谷　真孝
南谷　勇市 佐溝　毅
大野　宏泰 清水　猛行
吉田　康彦 白木　由香
浅野　保博 鈴木　英雄
大橋　秀人 高市　善幸
田中　忠光 髙木　芳江

竹綱　満由美
立花　光由
棚田　敏行
玉木　直人
永田　祐次
西尾　幸子
野倉　忠好
服部　幸男
花村　喜美
平本　芳樹
藤川　貴雄
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竹鼻町 福寿町 江吉良町 舟橋町
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

愛敬　節子 大場　剛 井上　幸子 河田　実 浅野　哲広
浅野　辰雄 一柳　正義 小森　覚 小池　藤子 内保　武次
淺野　善信 武仲　琢磨 竹山　靖宏 小池　美幸 小粥　真由美
淺野　容子 川合　宗次 中川　一美 小池　基司 栗田　英輝
雨森　良昭 南谷　佳寛 畑佐　寿満子 小林　静雄 縄田　尚志
佐藤　賀一 斉藤　麻矢 花村　彰久 酒井　茂 古村　正美
石黒　照子 斉藤　麻裕香 花村　隆 田邉　夏枝 後藤　敏晴
入山　弘幸 日比野　典康 三品　正美 山本　貴晴
岩山　登 水上　芳美 渡邊　真紀
大草　達也 浦部　あずさ 浅井　建人
岡田　徳二 山口　幹夫 水谷　哲雄
神田　春彦 雪井　徹 山田　桃子
栗木　敏行 和田　邦彦 山田　千鶴
後藤　めぐみ 松井　隆幸
坂井　均 安藤　隆弘
窄中　克延 番　香月
鈴木　昇 番　繁夫
髙木　和秋 馬場　和敏
高島　浩司 伊藤　正通
高橋　茂樹 安田　昇
竹中　利江 安田　寛治
田中　眞由美
戸田　正博
永田　雄二
中村　尚樹
長谷　晃
南茂　浩司
野々村　学
林　和子
原　一郎
堀　正晴
溝口　洋一
宮田　弘子
横田　由美子
渡辺　英毅
志知　市雄
星野　明
星野　富子
田中　弘子
田中つねみ
田中　桂子
田中　博美
窄中　海人
的場　浅子
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堀津町 上中町 下中町 桑原町 市外
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

浅野　茂吉 浅井　友美 伊藤　治夫 浅野　松幸 淺野　真以
浅野　滝子 岩田　詩織 大橋　芳雄 大橋　喜喜 宇野　圭吾
浅野　廣光 大塚　一芳 時田　憲章 近藤　幸司 小嵜　まゆみ
鬼頭　寛 北出　和代 松永　晴男 近藤　礼実 小寺　光信

嵯峨崎　守康 竹山　芳宏 渡邉　俊 田中　長一郎 駒田　賢治
笹野　仁志 棚橋　通祐 加藤　英雄 冨田　芳倫 小森　好晃
松永　勝彦 田路　栄一 渡邉　英雄 吉川　昭仁 佐々木　明美
吉田　雅史 田路　京子 藤田　基樹 吉川　弘治 芝地　一嘉
山田　正己 服部　憲雄 藤田　耕成 関谷　匡史
浅野　剛仁 不破　恵子 藤田　明寿 鳥山　佳宏
浅野　裕司 水谷　重夫 松永　悟 早川　貴子
番　秀樹 山田　央子 丹羽　拓実 安井　克美
李　初美 渡辺　修 日比　勝 後藤　敦
浅野　千幸 山田　昊生 山内　幸男 大野　尚二

山田　誠治 伊藤　圭二
青木　勝利 浅川　実裕香
山下　喜生 藤井　秀美
平松　伸子
岩田　幸弘
福田　正明
山田　将之
不破　啓子
不破　健
林　良三
馬場　光一

男性 ２１９名

女性 ７７名

合計 ２９６名


