
新庄市民生委員児童委員名簿

＜新庄市第１区民生委員児童委員協議会＞

Ｎｏ 氏      名 電話番号 担　当　地　区

1 大谷　千明 （２５）２８６８ 土内・二枚橋・仁田山1・同２

2 渡部　惠司 （２５）２９７５ 萩野1・同2・同3・同4

3 小野　幸一 （２５）２７８３ 吉沢・黒沢

4 井上　茂雄 （２５）４０１３ 泉田1・同2・同3・同4・同5

5 菊地　光敏 （２５）２５８３ 桜通り東・往還・往還新町・柏木原

6 海藤　富美子 （２５）２６４８ 旭通り・泉田駅前・桜通り西

7 伊藤　啓作 （２５）３４７８ 横根山・横根山東・赤坂

8 荒澤　裕子 （２５）３１０４ 昭和1・同2・同3・同4・同5・塩野

9 小野　善次 （２３）１４９６ 太田・荒小屋

10 田中　正見 （２２）３０７８ 高壇・北新町・北新町団地

11 今田　義徳 （２２）３６８８ 中川原・野中

12 今田　栄二 (２３）２１０６ 谷地小屋・上西山・滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘

13 岡﨑　志津子 （２３）２０２２ 小月野・月岡・梅ケ崎・一本柳・中山・小泉

14 阿部　たきの （２２）８９８９ 円満寺町

15 荒川　静江 （２３）０２６９ 上茶屋町・中道町

16 佐藤　八重子 （２２）１３５２ 西町・茶屋町

17 阿部　弘也 （２３）１６７７ 三本橋・鍛冶町・明倫通り

18 矢口　栄子 （２２）４４２３ 桧町１・同2・小桧室団地

19 髙階　寿子 （２２）９０２５ 主任児童委員

20 安食　鈴子 （２５）２２６０ 主任児童委員

＜新庄市第２区民生委員児童委員協議会＞

Ｎｏ 氏      名 電話番号 担　当　地　区

21 三浦　光子 （２２）０５１２ 水上町・石川町

22 阿部　強 （２３）１６７８ 川原町・土手の内

23 戸塚　敏子 （２２）５３０３ 上神明町・上万場町

24 笹原　瑞江 （２２）３１９７ 東本町・東町・東天町

25 木栄町・中山町・吉川町

26 小野　正夫 （２２）４５２９ 常葉町１・同2・同3・横町

27 小屋　いずみ （２２）４３８９ 下神明町・桜馬場・下万場町

28 髙橋　廣道 （２２）２８７１ 柳町・上北本町・下北本町

29 押切　あき子 （２３）３０３４ 住吉町・吉袋

30 今野　貴久 （２２）０７７１ 上沖の町・下沖の町・駅構内・曙町

31 佐藤　由美子 （２２）３１１８ 若葉町中央・若葉町東

32 御長柄町・上名古屋敷・南紙漉町

33 菅根　隆一 （２３）２３３４ 関屋・大福田・上山屋・下山屋

34 梅本　辰之助 （２２）９７０３ 末広町1・南末広町

35 井上　知恵子 （２３）２７７４ 末広町２・末広町3

36 下山　輝美 （２２）８１７１ 日の出町

37 沼澤　洋子 （２３）１３４１ 東山町

38 青木　玄記 （２３）３７９７ 三吉町・三吉新町

39 早坂　次代 （２２）６８６０ 主任児童委員

40 信田　洋子 090-1376-9659 主任児童委員



新庄市民生委員児童委員名簿

＜新庄市第３区民生委員児童委員協議会＞

Ｎｏ 氏      名 電話番号 担　当　地　区

41 藤澤　正義　 （２９）２９８５ 下西山・あたご町

42 笹原　啓一 （２２）４３０３ 川西１区・同２区・同３区

43 城水　博子 （２２）６５３６ 川西４区・同５区・同６区

44 齋藤　教子 （２３）０７８９ 御堀端西・同南・教育センター前

45 宮川　純 （２２）３４５２ 新田・飛田・上野・蛇塚・庚申

46 佐藤　和徳 （２２）７００７ 岡崎町・下堀端北組・同南組・御堀端東

47 冨樫　千恵子 （２２）７２８８ 宮内１・同２・同３

48 横山　由紀子 （２２）５１７２ 千門町１・同２

49 千門町３・宮内新町

50 柿崎　繁男 （２２）６８６６ 上堀端・上仲町

51 秋保　トミ子 090-6854-1695 仲町・下仲町・泉町

52 大正町・上南本町・下南本町・北紙漉町

53 笹原　郁夫 (２２）６９４０ 東下名古屋敷・西下名古屋敷・春日町

54 小川　直美 （２３）３１８６ 馬喰町・清水川町・落合町

55 福井　栄子 （２２）６９１８ 山片町・栄町

56 石山　玲子 （２２）８６０６ 下鉄砲町・下田町

57 阿部　美栄子 （２３）４８２４ 上鉄砲町・金沢7・幸町

58 廣野　祐美 （２２）５０５８ 金沢５・同６

59 松田　ひろみ （２３）２４４７ 主任児童委員

60 鈴木　正雄 （２３）３８１５ 主任児童委員

＜新庄市第４区民生委員児童委員協議会＞

Ｎｏ 氏      名 電話番号 担　当　地　区

61 信夫　正 （２２）３４６５ 鳥越１・２・３・４・５・６・７・駒場

62 伊藤　修一 （２２）７６９３ 二ツ屋・拓生・柏木山・稲崎

63 小野　茂雄 （２２）５２６０ 角沢・大谷地・清水・芦沢

64 庄司　栄治 （２２）７４０３ 仁間・福田

65 大場　光一 （２２）０９４０ 松本１・２・３

66 佐藤　とよ子 （２２）１５７１ 本宮１区

67 岸　久美 （２３）７３３６ 本宮２区・野際町

68 奥山　恵子 （２２）７２８５ 松枝

69 小野　光壽 （２２）１６７０ 金沢新町・金沢１

70 樋渡　純子 （３２）１６９９ 玉の木町１・玉の木新町１

71 玉の木町２・玉の木新町２

72 月野　節子 （２２）６８６９ 金沢２・同３・同４

73 伊藤　好子 （２２）９３４７ 新松本

74 矢口　信一 （２２）５００５ 梨ノ木・休場・市野々

75 仙台　栄治 （２６）２４３８ 本合海５・同６・同７・同８・畑

76 齋藤　　隆 （２６）２５０３ 本合海１・同２・同３・同４

77 清水　清秋 （２６）２７２５ 宮野・福宮・長坂

78 小野　德子 （２９）２００２ 升形上１・同上２・同下１・同下２

79 伊藤　利喜子 （２９）２０４７ 升形３・同４・同５・前波

80 阿部　賀津子 （２８）９１３５ 主任児童委員

81 大野　高子 （２２）１４５６ 主任児童委員
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