
佐川　隆雄
（生保内字黒沢）

中生保内上・下
　 山居

（田町下丁）

千葉　寛治
（田沢字打野）

☎４２-２２４１

打野  谷地村  大山

田口　真紀子
（生保内字上石神）

☎４３-１７３４

春山  石神  造道

委員一覧 【氏名・住所・電話番号・担当区域　（敬称略） 新 ＝新任　 主 ＝主任児童委員】

中本　義範高橋　孝太郎

倉橋　絵里

小野　喜一能美　求

千葉　康伸

佐川　隆雄藤村　志美子

清水　泰彦

伊藤　雅英佐々木　正己

佐々木　裕子髙根　貞緒

三浦　裕子戸澤　裕一

千葉　寛治船山　直彦

平鹿　稔

柴田　英孝草彅　良子

小田嶋　愛子

髙𣘺　一恵佐賀　

佐藤　節子

高藤　孝子中島　葊子

坂本　満子齊藤　美喜子

柴田　栄子千葉　君子

高橋　英幸真崎　廣子

中島　セツ

堀川　満喜子

佐藤　厚子

小室　良子髙橋　紀子

小林　正葊

石橋　邦宏村井　寿子

青柳　玲佐藤　幸子

髙橋　法子熊谷　純一

（田沢字鎧畑）（神代字堂ノ後）

（生保内字下手倉）

（田沢字供養仏）（卒田字大石野）

（潟字頭無）

（神代字古館野）

（岡崎字大屋敷）

（生保内字武蔵野）（七日町）

（生保内字武蔵野）（西勝楽町）

（生保内字男坂）（岩瀬）

（田沢字打野）（梅沢字森腰）

（生保内字赤石）

（生保内字下高野）（卒田字早稲田）

（小松字本町）

（生保内字上滝沢）（北野）

（神代字板屋）

（生保内字武蔵野）（中町）

（生保内字武蔵野）（田町下丁）

（生保内字浮世坂）（上野）

（田沢字寺下）（卒田字沖田）

（刺巻字明平）

（田沢字寺下）

（角館東前郷字杉林）

（生保内字武蔵野）（山根町）

（神代字三本塚）

（生保内字武蔵野）（上新町）

（生保内字武蔵野）（竹原町）

（生保内字久保）（岩瀬下タ野）

☎４２-２６２３☎４４-２０４１

☎４３-０７４５

☎４２-２０９５☎４４-３５６５☎４４-３５６５

☎４３-２７２５

☎４３-２８７３☎４４-３０８２

☎４４-３５１８

☎４３-０３９８☎５５-４２５８

☎４３-１５３７☎５３-２８４２

☎４３-０６４７☎５３-２３７６

☎４２-２２４１☎４４-２８０６

☎４３-２６７４

☎４６-２４５７☎４４-２６２４

☎４４-２１５７

☎４３-２２７３☎５５-４５８４

☎４４-３１８５

☎４３-０１３４☎５３-２８１９

☎４３-０７４４☎５４-２８１８

☎４３-０３５９☎５３-２３９１

☎４２-２４２４☎４４-２６６１

☎４３-２９１１

☎４２-２３２３

☎４４-２７４２

☎４３-０１０７☎５４-１２５１

☎４４-２９５３

☎４３-０６８４☎５４-４１３９

☎４３-０１４９☎５３-３８５１

☎４３-０３２７☎５５-１８３２

鎧畑  坂下
生田中央通  中野  

　 柏林  荒川尻1～3
　 戸狩野

手倉  相内  田向

銅屋  先達荒町1～4  大石野

田子の木  大沢

神代地区

院内上・下  鎌川上・
　 下  手習石

武蔵野上3・4
東勝楽丁  七日町

　 小人町  横町西  旭会

武蔵野下4
西勝楽町  大横丁

　 下屋敷  小館

男坂上・下
　 横町の一部

岩瀬上丁・本丁・中
　 丁  勝楽  上野の一部

打野  谷地村  大山
上森腰1～4  下森腰

　  1～4  大船  東田

赤石  堂田  四十程
　 野村

田沢湖高原  高野
大荒田  黒倉  抱返り

　 わらび座

城廻  本町  羽根ヶ台
　 熊野林  田中

上滝沢表町  川原町  歩行町

国館上・下  谷地川
　 上・下  野中清水

武蔵野下1・2
下新町  南高通り

　 中町  下中町

武蔵野下 5
下岩瀬町  田町上丁・

　  下丁  あたりや通り
　  田町3・4区

上野

西村  見附田
　 仲村  前通

出口  柴倉  真崎野
　 上卒田  真崎

雁治塚の一部
　 船場  刺巻  明平

田沢・生保内地区

七ツ関  下道  赤平
　 太田  六丁野  中関

武蔵野上1・2
細越町  谷地町  裏町

　  山根町上丁・下丁

生田上・中・下  
　  生田松原  下荒川尻

武蔵野下 3
上新町  東部横町

　 岩瀬町  栄町

新町営住宅  柳沢
　 大杉沢団地  仙岩団地
　 栄町  近藤沢

駅 前  宿北  宿南の一
　 部  浮世坂団地  横町
　 の一部

沼田  宿南の一部  横
　 町の一部  久保  野中
　 団地

竹原町  下竹原町
　 水ノ目沢

岩瀬下タ野  西下タ野

1 人で悩まず  抱え込まず  私たちにご相談ください
　市の民生児童委員・主任児童委員が、11 月 30 日の任期満了に伴って改選されました。今回の改選では、新た
に 19 人と再任 80 人が厚生労働大臣から委員に委嘱され、12 月 2 日、委嘱状の伝達式が行われました。
　担当する区域の皆さんから、生活するうえでの困りごとや子育てに関するお悩みなど、自分 1 人では解決でき
ないような問題を聞き、その解決のためのお手伝いをします。場合によっては、行政機関や関係する専門機関と
の連絡調整役も果たしてくれます。相談内容についての秘密は、固く守られますので、お気軽にご相談ください。
　なお、委嘱された皆さんの任期は、平成 31 年 11 月 30 日までの 3 年間となっています。

民生児童委員・主任児童委員
社会福祉課　☎ 43-2288問

そのお悩み、一緒に解決します！
民
生
児
童
委
員
・
主
任
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新 新

新 新

新・主

新

新

主
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（山谷川崎黒沢）

（門屋字六本杉）

堀井　英和橘　貞子

佐藤　義直佐藤　説子

入江　和子西宮　久子

佐々木　久悦髙橋　昌子

鈴木　弘門脇　隆明

田口　俊一戸澤　明美

永山　良一齋藤　榮二

菅𠩤　幸子鈴木　順子

髙橋　智栄布谷　茂子

戸澤　恵美子武藤　直樹

渡辺　由美子佐々木　弘一

山形　美和子石郷岡　宗幸

佐藤　正勝髙橋　千年世

伊藤　一長鈴木　重憲

黒澤　啓子佐藤　思公

鈴木　重由沢山　節子

桃園　豊弘武藤　和子

菅原　和夫伊藤　タツ子

大澤　凉子赤上　マツ

戸澤　一子橋本　智美

髙橋　花子佐藤　一

吉田　愼一藤島　絹雄

千葉　義孝浅利　満子

小林　マリ子鈴木　淳子

鈴木　妙子齋藤　和美

下田　三千雄武藤　晴子

佐藤　くみ子 草彅　吉郎

（川原寺前）（桧木内字長戸呂）

（中菅沢）（広久内夜蚊台）

（小勝田下村）（門屋字六本杉）

（大中嶋）（白岩前郷）

（雲然田中）（桧木内字小滝）

（山谷川崎大場）（小山田字沢口）

（西長野高森）（小山田字堀之内）

（八割西ケ沢）（上桧木内字横枕）

（広久内水神柳）（桧木内字松葉）

（川原若神子）（桧木内字吉田）

（中菅沢）（広久内大川原）

（雲然荒屋敷）（西荒井字荒田）

（小勝田中川原）（小勝田松ケ崎）

（西長野上野）（上桧木内字堀内）

（山谷川崎黒沢）（小渕野字後川）

（下延太田前沢田）（西明寺字梨子木台）

（白岩前郷）（桧木内字大台野開）

（薗田銭神）（門屋字漆原）

（川原字川原）（上桧木内字中泊）

（上菅沢）（岩瀬）

（雲然碇）（門屋字道目木）

（小勝田中川原）（上桧木内字鳥屋森）

（西長野野田）（桧木内字松葉）

（山谷川崎高屋）（西明寺字宮田）

（下延大瀬蔵野）（上荒井字新屋）

（白岩前郷）（桧木内字高屋）

（上荒井字寺村） （薗田西村）

☎５５-５３４６☎４８-２５６７

☎５５-１３９５☎５５-４５４４

☎５４-４０３７☎４７-２０５７

☎５５-５６９１
☎５５-４６６３

☎５５-１２８７☎４８-２３５８

☎５５-１７０４☎４７-２４５６

☎５５-２４６４☎４７-３０７８

☎５５-２４０２☎４９-２３０５

☎５５-２３７２☎４８-２６８１

☎５５-４５９３☎４８-２１４５

☎５４-３５４５☎５５-４６８１

☎５３-２５１２☎４７-２６３０

☎５３-２３９５☎５５-２４７８

☎５５-４２５４☎４９-２０２８

☎５５-４０３１☎４７-２４０３

☎５４-１３０６☎４７-２１４８☎４７-２１４８

☎５５-１４９７☎４８-２９１３

☎５５-２７８１☎４７-２６５４

☎５５-２６１５☎４９-２０３６

☎５３-２３４９☎５５-５２３９

☎５５-１４７７☎４７-２０４３

☎５３-２３８１☎４９-２４４６

☎５５-５４９２☎４８-２９２５

☎５３-２２８４☎４７-２２４８

☎５５-２９９１☎４７-２６８６

☎５３-２４８５☎４８-２０２４

☎４７-２４８５ ☎５５-２０３４

北沢  寺沢上・下長戸呂  下田  久保

駅通り  中菅沢 
　 下菅沢後村  浜  竹原

小勝田下村  下川原
　 小倉前六本杉  漆原

寿楽荘通り  下川原
　 大中嶋  菅沢住宅3・
　 4・5・6

白岩地区

田中  田中住宅
　 上町屋  下町屋中里  小滝

雫田  大場  山谷
　 黒森  野原

小原木  石川原
　 高野  外谷地

月見堂  高森  桂渕
　 稲荷町  鬼壁

小山寺  鎌足  八津
 　小沢口  堀之内  林崎

八割全域
比内沢  宮田

　 浦子内

堂野口  上花園
　 碇メ石桧木内地区

赤平  若神子  八掛  
　 安久戸

吉田  小波内  相内
　 相内潟

外ノ山  菅沢
中川原上・下

　 下タ町上・下

荒屋敷  小倉通り
　 西野川原西部西荒井  塚野腰

西野川原
　 小勝田中川原南

角館小・中学校
　 中川地区

古米沢  川下田  中泊堀内  三共

黒沢上・下宮田  後川  落合

竹市  竹市野  中村潟尻  潟野  十二峠

寺後  入角山  前郷上
木田相沢  大台野

　 大台野開

釣田上・下西明寺地区

小勝田上村・中村
　 鵜ノ崎川原  川原坂本  桁沢  中泊

上菅沢  金山下
　 菅沢住宅1・2角館小・中学校

田頭  上碇  下碇
上門屋  屋敷田

　入江  道目木

小勝田下川原
　 小勝田中川原中央戸沢  鳥屋森

野田  熊堂  古寺松葉  橋掛通

高屋上・下佐曽田  堂村  荒町

大瀬蔵野  切欠田
　 大畑

古堀田  下橋元
　 中組  寺村  西野

高屋敷  平城  前郷下高屋  畑中  山口

山崎  小白川
　 袖野  小渕野 下花園上・下

新

新

新

新

新

新
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