
地区 番号 自治会 自治会長 地区 番号 自治会 自治会長 地区 番号 自治会 自治会長
1 踏入 東井　光司 81 黒坪 篠原　和夫 201 西内 佐藤　一郎
2 泉町 古川　英治 82 上沢 児玉　優一 202 平井 滝沢　慶昭
3 上常田 小池　育郷 83 国分 北條　猛 203 荻窪 中村  正
4 中常田 依田　豊 84 下堀 山﨑　和宏 204 和子 嶋田　匡記
5 下常田 佐藤　明人 85 上堀 和久井　賢 205 下和子 内堀　茂
6 北常田 柳沢　英一 86 畑山 清水　浩視 206 辰ノ口 須長　弘二
7 材木町 上島　孝雄 87 伊勢山 赤岡　武信 207 三反田 伊藤　勝廣
8 常入 室賀　伸一 88 富士見台 中田　耕市 208 海戸 髙野　英雄
9 南天神町 渡邉　務 89 神科新屋 竹鼻　賢一 209 沢田 小林　泉
10 泉平 竹渕　正幸 90 野竹 佐藤　照雄 210 八日町 岩下　克己
11 天神の杜 早田　和樹 91 西野竹 小林　正人 211 腰越 清水　廣一
12 北天神町 堀籠　重男 92 笹井 久保井　行儀 212 中丸子 堀内　茂一
13 松尾町 増田　芳希 93 川原 府中　晶子 213 下丸子 依田　幸久
14 鷹匠町 佐藤　晃一 94 岩門 茅野　正嗣 214 御嶽堂 清水　正志
15 本町 成澤　秀造 95 染屋 滝沢　秀樹 215 飯沼 関　茂樹
16 末広町 伊藤　和夫 96 金井 八木　俊治 216 北原 辰野　光男
17 大手町 中村　彰 97 大久保 芦田　幸久 217 茂沢 内堀  福二
18 横町 田中　仁志 98 長島 尾崎　典雄 218 尾野山 滝沢　明博
19 海野町 増沢　忠幸 99 金剛寺 宮原　宣明 219 上長瀬 近藤　忠夫
20 原町 瀬川　豊秀 100 住吉が丘 池田　英治 220 長瀬中央 池内　茂
21 袋町 土田　一博 101 森 池田　信政 221 下長瀬 手塚　博邦
22 馬場町 水谷　敬 102 大日木 柄澤　伸一 222 石井 並木　隆
23 田町 中澤　壽明 103 長入 中澤　琢磨 223 坂井 武田　行雄
24 丸堀町 小林　芳夫 104 宮之上 砥石　賢一 224 狐塚 田中　謙一
25 木町 横関　幸弘 105 小井田 中澤　裕 225 郷仕川原 関　直樹
26 北大手町 穂谷　和彦 106 中吉田 高野　章 226 南方 滝沢　保幸
27 上川原柳町 宮川　隆一 107 町吉田 大木　誠 227 藤原田 片桐　弘
28 下川原柳町 成澤　秀信 108 ひかり 増田　元成
29 愛宕町 小宮山　幸男 109 桜台 羽鳥　勝義　　 301 菅平 松本　規男
30 上鍛冶町 髙桑　幸夫 110 下吉田 清水　章一 302 大日向 塩沢　均
31 鍛冶町 河田　純 111 林之郷 佐野　健一 303 角間 倉島　通男
32 上房山 宮下　幹敏 112 下郷 海瀬　寿美男 304 横沢 小宮山　靖
33 下房山 柳沢　清彦 113 岩清水 今井　哲雄 305 真田 大塚　良治
34 柳町 武田　幸一 114 矢沢 堀内　芳美 306 十林寺 上原　幸義
35 新田 飯島　康典 115 赤坂 滝澤　幸夫 307 石舟 箱山　健一
36 山口 深町　一郎 116 漆戸 横関　純一 308 戸沢 関谷　信男
37 上紺屋町 掛山　稔 117 下組 武田　健司 309 つくし 宮島　淳
38 蛇沢　 荻原　隆雄 118 富士山中組 黒澤　清治 310 横尾 田中　守
39 下紺屋町 佐藤　好彦 119 奈良尾 小西　朋道 311 四日市 樋口　正
40 鎌原 佐野　正樹 120 平井寺 林　正道 312 入軽井沢 横山　忠昭
41 西脇 宮田　繁 121 鈴子 荒井　義高 313 岡保 立川　英二
42 新町 椎塚　敏光 122 石神 真壁　隆樹 314 傍陽中組 田中　寛文
43 諏訪部 茅野　孝雄 123 柳沢 櫻井　辰夫 315 大庭 関口　光宣
44 生塚 上原　良明 124 下之郷 関　茂 316 曲尾 関口　俊行
45 常磐町 山﨑　洋 125 桜 竹内　進 317 萩 中川　則幸
46 緑が丘 金子　忠弘 126 下本郷 森　和久 318 田中 佐藤　守男
47 新屋 関谷　圭史 127 東五加 中山　敏夫 319 下横道 堀内　敬一郎
48 緑が丘北 竹内　悳　 128 五加　 永井　礼子 320 中横道 竹内　秀幸
49 緑が丘西 山本　謙二 129 上本郷 綱島　俊一 321 上横道 羽毛田　治郎
50 城北 渡邉　一文 130 中野 北村　元比古 322 穴沢 荻原　豊
51 小牧 宮島　範之 131 上小島 橋詰　和政 323 三島平 堀内　正文
52 諏訪形 稲垣　康史 132 下小島 佐藤　次栄 324 上原 大塚　秀樹
53 須川 手塚  博明 133 保野 丸山　隆義 325 下郷沢 若林　淳一
54 中村 村上　好成 134 学海南 青地　正樹 326 小玉上郷沢 田中　昌彦
55 朝日ｹ丘 丸山　孝 135 舞田 福澤　恵一 327 赤井 小森　雅生
56 三好町 田玉　昇 136 八木沢 和泉　俊朗 328 下塚 坂口　虎雄
57 御所 長谷川　和生 137 八舞 酒井　幸治 329 竹室 横澤　延勝
58 中之条 中澤　伸夫 138 学海北 西原　克也 330 荒井 塩崎　恵二
59 千曲町 宮下　新五 139 ｾﾚｰﾉ八木沢 松枝　明 331 中原 中村　守
60 秋和 田中　穂積 140 十人 小林　正 332 表木 茅野　文彦
61 上塩尻 山嵜　恭義 141 塩田新町 福田　雅男 333 大畑 下川　公利
62 下塩尻 沓掛　邦雄 142 東前山 早坂　みどり 334 下原 加藤　富康
63 上田原 滝沢　康之 143 西前山 羽田　明 335 町原 石田　実
64 川辺町 宮坂　千文 144 手塚 合原　亮一 336 出早 岩崎　正美
65 倉升 五味　久幸 145 山田 竹下　昌利
66 神畑 手塚　一夫 146 野倉 吉田　勉 401 鳥屋 滝沢  詳治
67 下之条　 松崎　正則 147 分去 中沢　豊 402 沖 今川　勝徳
68 築地 小井戸 治郎 148 大湯 直井　保彦 403 薮合 橋詰  明德
69 東築地 山岸　隆 149 院内 櫻井　和弘 404 中島 樋沢  浩彦
70 半過 上野　義文 150 上手 濵　貴紀 405 七ヶ 金井  修一
71 福田 小胎　準一 151 仁古田 小山　博一 406 片羽 宮原  純彦
72 吉田 菊地　雅之 152 岡 長坂　英一 407 堀之内 小山  幸喜
73 大屋 森村　政弘 153 浦野 居鶴　勉 408 市之瀬 佐藤  栄作
74 岩下 土屋　智明 154 越戸 萩原　道夫 409 下本入 橋詰  秀行
75 下青木 山田　健一 155 藤之木 春原　春男 410 権現 荻原  長寿
76 みすず台南 南日　英男 156 浦野南団地 西澤　俊夫 411 下小寺尾 宮下　昇
77 みすず台北 松永　茂樹 157 小泉 関尾　修一 412 上小寺尾 堀口　英次
78 上青木 内堀　清 158 下室賀 大井　和彦 413 唐沢小原 坂口  茂寿
79 梅が丘 谷川　光枝 159 上室賀 近藤　健一 414 築地原 下城　武広
80 久保林 大沢　博文 160 ひばりケ丘 桜田　幸士 415 大布施巣栗 下城  行雄

416 西武 竹内  久茂
417 小沢根 古平  安男
418 余里 柴  保国

令和5年上田市自治会長名簿
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