
管理
番号

氏　　　名 フリガナ 現住所 分担地区 電話番号

1 簾谷　和埜 ミスタニ　カズノ 大阪市北区東天満同心 北区 ０６－６３５４－２６８０

2 藤井　忍 フジイ　シノブ 大阪市都島区都島本通 都島区 ０６－６９２４－２２６０

3 小川　キワ子 オガワ　キワコ 大阪市西区九条南 福島区・西区 ０６－６５８１－４３１７

4 江口　由美 エグチ　ユミ 大阪市西淀川区御幣島 此花区・西淀川区 ０６－６４７１－８９６３

5 土屋　安弘 ツチヤ　ヤスヒロ 大阪市中央区釣鐘町 中央区 ０６－６９４２－４４８０

6 北川　義明 キタガワ　ヨシアキ 大阪市大正区三軒家西 港区・大正区 ０６－６５５１－７９８７

7 吾東　慶隆 ゴトウ　ヨシタカ 大阪市天王寺区四天王寺 天王寺区・浪速区 ０６－６７７１－１０３６

8 北村　徹男 キタムラ　テツオ 大阪市淀川区田川 淀川区 ０６－６３０１－０９２７

9 平野　久男 ヒラノ　ヒサオ 大阪市東淀川区西淡路 東淀川区 ０６－６３２２－５８３０

10 岡倉　三郎 オカクラ　サブロウ 大阪市東成区中本 東成区 ０６－６９７５－１７１７

11 南　政憲 ミナミ　マサノリ 大阪市生野区舎利寺 生野区 ０６－６７５８－０７６１

12 田中　藤茂 タナカ　フジシゲ 大阪市旭区清水 旭区 ０６－６９５３－４６２４

13 藤田　兼敏 フジタ　カネトシ 大阪市城東区東中浜 城東区 ０６－６９６８－０２０１

14 横山　俊枝 ヨコヤマ　トシエ 大阪市鶴見区鶴見 鶴見区 ０６－６９１１－０７１８

15 香川　良子 カガワ　リョウコ 大阪市阿倍野区阪南町 阿倍野区・西成区 ０６－６６２３－５６４７

16 大黒　晃 ダイコク　アキラ 大阪市住之江区中加賀屋 住之江区 ０６－６６８５－２８３４

17 前田　昌宏 マエダ　マサヒロ 大阪市住吉区長居東 住吉区・東住吉区 ０６－６６９１－３６５２

18 花谷　昌男 ハナタニ　マサオ 大阪市平野区長吉出戸 平野区 ０６－６７０９－３４３７

19 池中　義徳 イケナカ　ヨシノリ 堺市中区東山 堺市 ０７２－２３７－３６７１

20 三木　照子 ミキ　テルコ 堺市堺区五条通 堺市 ０７２－２３２－０６８０

21 奥　清司 オク　キヨシ 岸和田市八幡町 岸和田市 ０７２－４３９－０７９４

22 山田　勝行 ヤマダ　カツユキ 豊中市上新田 豊中市 ０６－６８３１－７８１７

23 南　哲夫 ミナミ　テツオ 池田市石橋 池田市 ０７２－７４７－３８３３

24 大野　忠雄 オオノ　タダオ 吹田市泉町 吹田市 ０６－６３８４－６４９７

25 黒田　正明 クロダ　マサアキ 泉大津市下条町 泉大津市・忠岡町 ０７２５－２２－６９１３

26 樋口　悟康 ヒグチ　ノリヤス 高槻市安満北の町 高槻市・島本町 ０７２－６８３－８４５６

27 西出　和子 ニシデ　カズコ 貝塚市名越５５０ 貝塚市・岬町 ０７２－４４６－０５６４

28 杦本　佳一 スギモト　ヨシカズ 守口市八雲中町 守口市 ０６－６９０９－７２７７

戦 没 者 遺 族 相 談 員 名 簿

（令和元年１０月１日～令和３年９月３０日）



管理
番号

氏　　　名 フリガナ 現住所 分担地区 電話番号

戦 没 者 遺 族 相 談 員 名 簿

（令和元年１０月１日～令和３年９月３０日）

29 額田　利一郎 ヌカタ　リイチロウ 枚方市高野道 枚方市 ０７２－８５７－４９２７

30 上田　勝 ウエダ　マサル 茨木市東福井 茨木市 ０７２－６４３－７０７８

31 樋口　栄一 ヒグチ　エイイチ 八尾市服部川 八尾市 ０７２－９４１－０９７９

32 古谷　善一 フルヤ　ゼンイチ 泉佐野市長滝 泉佐野市 ０７２－４６５－１５６２

33 中谷　忠三 ナカタニ　チュウゾウ 富田林市富田林町 富田林市 ０７２１－２３－４６５２

34 谷山　文陽 タニヤマ　フミハル 寝屋川成田東町 寝屋川市 ０７２－８３５－０４５６

35 鳴田　猛 ナルタ　タケシ 河内長野市高向 河内長野市 ０７２１－５２－６６９３

36 野間　征子 ノマ　ユキコ 松原市上田 松原市 ０７２－３７０－６２０５

37 森川　善男 モリカワ　ヨシオ 大東市御領 大東市・門真市 ０７２－８７２－４８５７

38 谷上　徹 タニガミ　トオル 和泉市上代町 和泉市 ０７２５－４１－２５６３

39 阪本　喜代治 サカモト　キヨハル 箕面市外院 箕面市 ０７２－７２９－４５５５

40 渡邉　敏彦 ワタナベ　トシヒコ 藤井寺市東藤井寺町 柏原市・藤井寺市 ０７２－９３８－２９９０

41 山口　興一 ヤマグチ　コウイチ 羽曳野市郡戸 羽曳野市 ０７２－９５４－１５４７

42 胡子　紀元 エビス　ノリモト 摂津市東正雀 摂津市 ０６－６３８３－８７０２

43 金井　聖 カナイ　キヨシ 高石市羽衣 高石市 ０９０－９８８３－８３２３

44 市川　貢 イチカワ　ミツグ 東大阪市加納 東大阪市 ０７２－９６２－００９７

45 南　文雄 ミナミ　フミオ 泉南市男里 泉南市・田尻町 ０７２－４８２－０９０７

46 村上　巖 ムラカミ　イワオ 四條畷市江瀬美町 四條畷市・交野市 ０７２－８７９－０７９０

47 西野　榮一 ニシノ　エイイチ 大阪狭山市池尻中 大阪狭山市 ０７２－３６５－１３４７

48 阪口　友造 サカグチ　トモゾウ 泉南郡熊取町七山 阪南市・熊取町 ０７２－４５２－３０１５

49 和田　充弘 ワダ　ミツヒロ 豊能郡豊能町切畑
豊能郡

（豊能町・能勢町）
０７２－７３９－１６５０

50 川邊　清 カワベ　キヨシ
南河内郡千早赤阪村

大字川野辺
南河内郡

（太子町・河南町・千早赤阪村）
０７２１－７２－１４６５

51 矢野　美智子 ヤノ　ミチコ 堺市南区桃山台 大阪府 ０７２－２９８－７９８０


