
平成24年度下野市自治会長一覧 （敬称略）
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谷地賀下 落合　定男
石橋上町2区 清水　眞男 下町（1・2・3） 尾花　重吉 下文狹 直井　武男
石橋上町3区 高倉　久 仲町 岡本　忠士 東田中 野口　忠
寿町 猪瀬　広行 小金井上町 山崎　秀夫 西田中 黒川　吉男
石町 萩野矢　正美 関根井 江田　芳一 地久目喜 髙橋　清治
旭町 中澤　幸弘 小金井北 磯部　正男 仁良川上 島崎　一美
本町1区 篠原　春夫 笹原 大越　一男 仁良川下 山田　久男
本町2区 藤沢　修一 箕輪 岡田　康夫 祇園町 室井　勝義
本町3区 野崎　征一 川東（1・2） 北野　保夫 自治医大職員住宅 堀口　さとみ
本町4区 小林　経夫 泉町 野口　茂美 祇園一丁目北 髙山　貞夫
本町5区 木村　てる子 川北（南・北） 篠原　洋 祇園一丁目 小井沼　治子
栄町1・2丁目 岩上　辰司 川南 矢島　喜一 祇園二丁目 望月　千代
栄町3丁目 笠野　幸男　 川西 伊沢　勝一 祇園ダイアパレス 玉暉　昌良
栄町4丁目1区 稲葉　茂 南国分 山田　洋充 ミラパセオ自治医大 岡原　淳
栄町4丁目2区 吉葉　武夫 国分1 岡田　昌二 祇園三丁目南 水上　美紀
栄町4丁目3区 若林　幹雄 国分2 近藤　隆之 祇園三丁目エルメゾン 内山　深雪
栄町4丁目4区 下蔵　勝治 国分3 吉川　武代 祇園自治医大 中村　美奈子
栄町4丁目5区 角田　充 紫 白石　義昭 祇園三丁目東 竹沢　尊子
栄町4丁目6区 岩永　博美 旭ケ丘 川上　武男 アーバンコンフォート 清水　久樹
上大領 伊澤　初男 柴南1 遠藤　正道 祇園四丁目 平田　弘
中大領 橋本　光洋 柴南2 松本　太郎 GT祇園五丁目 藤井　幹生
東前原 佐藤　敏 柴南3 早瀬　智之 緑一丁目 小塚　厚人
下大領 布施　五夫 柴南4 古澤　利英 緑二丁目 水内　淳行
入の谷 橋本　明 柴南5 小山　政雄 緑三丁目北 菅野　嘉紀
下石橋1区 岡田　禎夫 柴南6 諏訪　守 緑三丁目南 渡辺　欣宥
下石橋2区 吉田　宗司 柴北1 山家　暁 緑四丁目北 会田　功
富士見町 宮尾　三夫 柴北2 長島　秀雄 緑四丁目南 小又　歩美
グンゼ社宅 岩田　雅利 柴北3 加藤　尚徳 緑五丁目 谷内　稔
第一雇用団地 恩田　正一 柴北4 鈴木　勇 緑五丁目南 石嶋　由美子
上古山1区 野口　充勇 鈴苅町 海老原　智夫 緑六丁目 渋田　唯弘
上古山2区 野口　武司 日出町 中村　紀彦 GT緑六丁目 飯沼　健
上古山3区 国谷　和男 丸野町 渡辺　精二 本吉田北 松本　勇
上原 武田　光市 駅東 田村　志郎 本吉田南 田口　久男
下古山1区 古徳　勝 医大前 山口　祐介 絹板 田中　均一
下古山2区 若松　健一郎 烏ケ森1東 土谷　幸広 絹板台 野村　守
下古山3区 所　隆平 烏ケ森1西 奥野　勘治 台坪山 須藤　茂
通古山1区 猪瀬　富夫 烏ケ森2 中澤　清八 的場 伊澤　義久
通古山2区 三輪　健治
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下原 海老原　昭 上坪山 川俣　光一
通古山3区 青木　啓造 西区 永吉　政美 東根 谷田貝　隆治
通古山4区 三浦　昭男 一丁目 高田　佐市 塚越 直井　一男
通古山5区 倉井　賢一 二丁目 小室　勝男 磯部 宇田　三雄
第二雇用団地 永井　照枝 三丁目 稲見　徹雄 川島 稲川　英男
若林北部1区 滝澤　芳夫 四丁目 野口　勝利 上吉田 杉山　恒男
若林北部2区 金澤　勝敏 五丁目 海老原　久男 鯉沼 小島　政美
若林南 曽村　正志 六丁目 永井　哲雄 三王山 田仲　規佐夫
下長田 梅山　文男 日生団地 中野　正之 西坪山 百武　亘
上台 高山　恒夫 成田 園部　善雄
細谷 川中子　智一 町田上 秋山　幸男
橋本南 前原　一夫 町田下 野沢　和久
橋本北 渡邉　豊 谷地賀上 舘　巌美

地域で活躍している自治会長を紹介します

自治会長紹介
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