
　別府市には市政の円滑な運営を図るため、行政と地域住民と
のパイプ役をしていただく自治委員さんがいます。
　今年度は２年に一度の自治委員さんの改選期にあたり、下記
の方々が自治委員として委嘱されました。任期は令和４年（2022
年）の３月末までとなります。
　今後とも、町内の地域活動・自治活動にご協力をお願いします。

支　部 町　名 氏　名 区 分

➃
青山

（7 町）

中央町 宮田　　進
西野口町 河合　規充
田の湯町 池田美代子 ○

上田の湯町 竹田　　明 ◎

青山町 山名　義弘 ○

上原町 緑川　　稔
山の手町 阿部　　悟

➄
西

（9 町）

原　町 飯田　勝之
中島町 平石　栄二 ◎

光町１区 小野　　豊
光町２区 下森　啓司
光町３区 兼子　隆正 ○

朝見一丁目１区 平松　徹夫 ○

朝見二丁目 児玉　　明
朝見三丁目 松浦　洋美
乙　原 藤野　峰雄

➅
南

（11 町）

楠町１区 齊藤　康二
楠町２区 井手野康雅
秋葉町 丸井　邦彦 ○

末広町 亀井　秀郎
千代町 木下　　勇 ○

浜町１区 國實　久夫
浜町２区 森山　正昭
松原町１区 堀　　敏章
松原町２区 左甲斐　朗
南　町 衛藤　信幸
立田町 吉田　　隆 ◎

役　職 氏　名 町　内
会　長 塩 地　 奎 三 郎 東荘園
副会長 大 平　 順 治 竹の内
副会長 中 山　 慶 一 郎 南的ケ浜町
監　事 平 石　 栄 二 中島町
監　事 友 永　 𠀋 一 野口中町

【自治委員名簿】※区分の◎は支部長、○は副支部長、
　　　　　　　　   （代行者）は自治委員代行者です。

令和２・３年度

【自治委員会】

支　部 町　名 氏　名 区 分

➀
野口

（7 町）

幸　町 安部　政敏
富士見町 森永　静夫 ○

野口中町 友永　𠀋一 ◎

野口元町１区 甲斐　直彦
野口元町２区 樽見　孝夫 ○

駅前本町 黒田　幸子
駅前町 佐々木初子

➁
境川

（9 町）

上野口町１区 宇留嶋　喜夫
上野口町２区 𠮷武　髙吉 ○

天満町１区 中村　佐市
天満町２区 手嶋　亮彦
石垣西一丁目 安部めぐみ
石垣西三丁目 佐藤　慎二
石垣東一丁目 幸  　 勝美 ◎

石垣東二丁目 井上　隆喜
石垣東三丁目 郷司　義明 ○

➂
北

（10 町）

元　町 松本多嘉久
北浜一丁目 仲摩　一夫
北浜二丁目 佐藤　勝利 ○

北浜三丁目 山田　京児
南的ケ浜町 中山慶一郎 ◎

北的ケ浜町 中川　星二
弓ケ浜町 佐藤　喜義 ○

京　町 山下　　勝
若草町 長井　正樹
新港町・餅ケ浜町 阿南　文章

別府市の自治委員さんをご紹介します

【複数地域の町】
◇石垣西一丁目（一・二丁目）
◇石垣西四丁目（四・五丁目）
◇石垣西六丁目（六・七丁目一部）
◇石垣西八丁目（七丁目一部・八丁目・南須賀）
◇石垣西十丁目（九・十丁目一部）
◇石垣東四丁目（四・五丁目）
◇石垣東六丁目（六・七丁目）
◇石垣東八丁目（八・九・十丁目一部・汐見町）
◇春木（石垣西十丁目一部・石垣東十丁目一部・春木）

安全・安心で住み良いまちをつくるため、
自治委員一同、力を合わせて取り組みま
す。ご協力よろしくお願いします。

別府市
自治委員会
会長
塩
しおち

地　奎
けいざぶろう

三郎さん

（敬称略）



支　部 町　名 氏　名 区 分

⑪
亀川

つづき

内　竈 恒松　恵典
国立第一 佐藤　宣男
国立第二 鮫島　新男
小　坂 加藤　健一
大　所 吉野　賢治
関の江新町 石谷　千年 ○

スパランド豊海 諸岡　幸一

⑫
朝日

（13 町）

新別府 伊藤　敏幸
馬　場 西山　博文
火　売 松川　昌幸
北　中 吉野　正幸
鉄輪上 後藤　栄二
風呂本 川野　敏宏
御　幸 加藤　信治 ○

井　田 後藤　　章 ◎

鉄輪東 守口　芳樹
北鉄輪 前田　秀幸
明　礬 是永　保孝 ○

湯　山 伊藤　博文
天　間 久保　賢一

⑬
大平山

（4 町）

小　倉 村上　光男
朝日ヶ丘町 吉田　義行 ○

大　畑 廣田　　巌 ○

竹の内 大平　順治 ◎

⑭
鶴見

（3 町）

鶴　見 松宮健太郎 ◎

荘　園 齋藤　　哲 ○

扇　山 山西　敏晴 ○

⑮
緑丘

（4 町）

実相寺 宮﨑　眞行 ○

荘園北町 佐藤　誠二
東荘園 塩地奎三郎 ◎

緑丘町 石原　雅義 ○

⑯
南立石

（10 町）

南立石１区 中島　一志
観海寺 佐藤　哲朗
南立石２区 丸谷　省三
南立石生目町 金澤　　晋 ○

南立石板地町 熊野　秀之
南立石本町 荒金日出夫
堀　田 後藤　正行 ◎

南荘園町 阿部　勝之
鶴見園町 乙咩千代子
南立石八幡町 高木　政嗣 ○

⑰
東山

（5 町）

東山１区 八川　元春
東山２区 大野　恭一
枝　郷 大野　政孝 ○

山の口 矢野栄一郎 ◎

城　島 田原　愼治 ○

支　部 町　名 氏　名 区 分

⑦
浜脇

（16 町）

朝見一丁目２区 山田　　稔
浜脇一丁目１区 永吉　弘明
浜脇一丁目２区 矢野　重義
浜脇二丁目１区 糸永　洋兒
浜脇二丁目２区 佐伯　文利
浜脇三丁目 三重野治久 ○

両郡橋 行嶋　幸雄
山　家 清家　政人 ◎

赤　松 甲斐　信孝
浦　田 荒金　　茂 ○

田の口 山本　國雄
河　内 釘宮　　豊
鳥　越 大野　雅之
柳 野中　清司
古賀原 松本　敏晴
内　成 園田喜久男

⑧
石垣

（8 町）

石垣西四丁目 園上　鎮雄
石垣西六丁目 石田　慶喜
石垣西八丁目 荒金　孝雄
石垣西十丁目 首藤　文夫 ○

石垣東四丁目 工藤　光宏
石垣東六丁目 首藤　正喜 ◎

石垣東八丁目 井上　直利 ○

船小路町 彌田　和行

⑨
春木川

（6 町）

中須賀元町 石井　範明 ○

中須賀本町 久保　　学 ○

中須賀東町 今村　　勝
春　木 左山　浩司 ◎

上人南 大塚　道子
桜ヶ丘 西元　英和

⑩
上人

（9 町）

亀川四の湯町２区 池田　康雄
平田町 永松　寿治
照波園町 荒金　英世 ◎

上人ケ浜町 阿部　修司 ○

上人本町 山本信太郎
上人仲町 遠田　秀穂 ○

上人西 小島　千里 （代行者）

上平田町 岩男　基武
大観山町 東　　　守

⑪
亀川

（14 町）

古市町 後藤　敏之
亀川浜田町 伊東　一仁
亀川中央町１区 伊藤征一郎
亀川中央町２区 渡邉　　彰 ○

亀川東町 西田　　渉
亀川四の湯町１区 梅木　政喜 ◎

野　田 宗像　　誠 （代行者）

問合先　自治振興課　☎２１－１１２５


