
　　　　　　　            　（平成３０年６月現在）

氏名 住所・職業 生年月日 現就任年月日 当初就任年月日 任期 備考
米沢市松が岬１丁目１番３６号 平成３１年度定時評議員会
ニューメディア㈱　代表取締役 の終了の時まで
米沢市塩井町塩野１６７０ 平成３１年度定時評議員会
土地家屋調査士 の終了の時まで
米沢市春日２丁目１番２９号 平成３１年度定時評議員会
ひかりフーズ　代表 の終了の時まで
米沢市御廟２丁目１－２７ 平成３１年度定時評議員会
社会福祉法人あづま会　常務理事 の終了の時まで
米沢市大字李山７０７８ 平成３１年度定時評議員会
ニューメディア㈱　常勤監査役 の終了の時まで
米沢市門東町１丁目５－３８－５０２ 平成３１年度定時評議員会
㈱キュアサービス　代表取締役 の終了の時まで
米沢市西大通２丁目１－１２ 平成３１年度定時評議員会
社会福祉法人あづま会　事務長 の終了の時まで
米沢市御廟２丁目１－１２ 平成３１年度定時評議員会
介護老人保健施設あづま　施設長 の終了の時まで
米沢市徳町５２ 平成３１年度定時評議員会
社会福祉法人あづま会　理事 の終了の時まで
米沢市窪田町窪田２２４４の１ 平成３１年度定時評議員会
内藤醸造㈱　代表取締役会長 の終了の時まで
米沢市大町４丁目４番３３号 平成３１年度定時評議員会
㈲源兵衛堂　代表取締役会長 の終了の時まで
米沢市大字李山７６０８ 平成３１年度定時評議員会
農業 の終了の時まで

　　　　  　　　          　（平成３０年６月現在）

氏名 住所・職業 生年月日 現就任年月日 当初就任年月日 任期 備考
米沢市東２丁目３－６０ 平成３１年度定時評議員会
㈳米沢法人会　顧問 の終了の時まで
米沢市大町４丁目１番５号 平成３１年度定時評議員会
㈱小島洋酒店　代表取締役 の終了の時まで

理　事　名　簿

我妻　明 昭和18年11月 3日 平成29年 5月29日

須佐　達朗 昭和32年12月11日 平成30年 5月28日 平成30年 5月28日

平成26年 6月20日

内藤　文博 昭和20年 7月 1日 平成29年 5月29日 平成 5年 2月18日

松田　廣吉 昭和17年 3月 1日 平成29年 5月29日 平成 4年 6月20日

鈴木　謙 昭和25年 3月 9日 平成29年 5月29日 平成24年 4月 1日

鈴木　義雄 昭和22年 2月23日 平成29年 5月29日 平成23年 6月 1日

小林　栄 昭和19年 5月 9日 平成29年 5月29日 平成24年 6月20日

佐々木　直吉 昭和18年 5月 5日 平成29年 5月29日 平成26年 6月20日

石井　輝雄 昭和21年 8月24日 平成29年 5月29日 平成24年 6月20日

石澤　真 昭和31年 4月 9日 平成29年 5月29日 平成26年 6月20日

酒井　彰 昭和23年 2月23日 平成29年 5月29日 平成 5年 2月18日

相田　治孝 昭和22年 5月 7日 平成29年 5月29日 平成23年 6月 1日

小島　長五郎 昭和25年11月23日 平成29年 5月29日 平成22年 6月20日

監　事　名　簿

太宰　治男 昭和13年 1月12日 平成29年 5月29日 平成18年 3月16日



　　　　　　　          　（平成３０年６月現在）

氏名 住所・職業 生年月日 現就任年月日 当初就任年月日 任期 備考

米沢市諸仏町３７１８ 平成３３年度定時評議員会

㈲イタガキ　代表取締役 の終了の時まで

米沢市赤芝町１７８８番地の５ 平成３３年度定時評議員会

㈱カトペン　代表取締役会長 の終了の時まで

米沢市東２丁目２－２５ 平成３３年度定時評議員会

米沢信用金庫　理事長 の終了の時まで

米沢市笹野町２３５２－６０ 平成３３年度定時評議員会

内装工事業 の終了の時まで

米沢市大町３丁目６番２号 平成３３年度定時評議員会

㈱小泉創芸　代表取締役 の終了の時まで

米沢市金池５丁目６番９６号 平成３３年度定時評議員会

㈱後藤組　代表取締役 の終了の時まで

米沢市中央５丁目２番４８号 平成３３年度定時評議員会

㈲小林製氷　代表取締役 の終了の時まで

米沢市城南５丁目１－１ 平成３３年度定時評議員会

㈻城南学園　理事長・園長 の終了の時まで

米沢市大字李山６２７３－３ 平成３３年度定時評議員会

の終了の時まで

米沢市直江町６番３号 平成３３年度定時評議員会

高橋歯科医院　院長 の終了の時まで

米沢市通町６丁目１４番２２号 平成３３年度定時評議員会

㈱サン十字　代表取締役会長 の終了の時まで
米沢市丸の内１丁目１－５　グレースパーク丸の内３０１ 平成３３年度定時評議員会

米木建設㈱　代表取締役 の終了の時まで

米沢市中央７丁目４－４２ 平成３３年度定時評議員会

東亜熱研工業㈱　代表取締役 の終了の時まで
米沢市中央２丁目６番６号　サンロード米沢中央５０２ 平成３３年度定時評議員会

心理療法士 の終了の時まで

米沢市舘山６丁目１番１号 平成３３年度定時評議員会

社会福祉法人あづま会　評議員 の終了の時まで

山田　記子 昭和40年 2月12日 平成29年 4月 1日 平成23年 6月 1日

横山　良和 昭和28年 4月 5日 平成29年 4月 1日 平成23年 6月 1日

前山　郁朗 昭和28年 7月 7日 平成29年 4月 1日 平成26年 6月20日

増村　力 昭和32年 3月 2日 平成29年 4月 1日 平成24年 6月20日

高橋　誠 昭和32年 4月 7日 平成29年 4月 1日 平成 4年 6月20日

長澤　徹 昭和22年 6月13日 平成29年 4月 1日 平成23年 6月 1日

菅原　延昭 昭和31年 2月28日 平成29年 4月 1日 平成26年 6月20日

鈴木　清美 昭和18年12月 1日 平成29年 4月 1日 平成20年 6月20日

後藤　茂之 昭和43年 2月10日 平成29年 4月 1日 平成 5年 2月18日

小林　道雄 昭和22年 4月 1日 平成29年 4月 1日 平成28年 6月20日

川合　孝 昭和22年 1月19日 平成29年 4月 1日 平成 5年 2月18日

小泉　雅行 昭和25年 1月24日 平成29年 4月 1日 平成22年 6月20日

加藤　精一 昭和23年 5月23日 平成29年 4月 1日 平成28年 6月20日

加藤　秀明 昭和28年 8月30日 平成29年 4月 1日 平成26年 6月20日

評　議　員　名　簿

板垣　勝雄 昭和25年 9月26日 平成29年 4月 1日 平成 8年 6月20日


