
連合名 自治会名 連合名 自治会名

第1区 櫻井　広利 第58区 下川　　泉
小田原駅前第2区 栗田　康宏 第59区 大木　隆正

第3区 夏目　芳夫 第60区 植村　保夫

浦町 ◎ 土谷　正光 第61区 ◎ 石幡　保雄

第4区 村田　憲延 第62区風祭 清水　正幸

第5区 柳川　清一 第63区入生田 松本　秀章

竹花 西原　信久 第64区 大木　弘一

小田原銀座 髙梨　保夫 山王松原 坂本　憲義

台宿 横小路　恭史 山王西 梶塚　孝雄

大工町 吉村　順一 山王東 ◎ 森　　　正

第9区 柏木　隆良 山王70区 譲原　平海

第10区 鈴木　　洋 網一色 剱持　　正

第11区 小玉　文夫 第33区 天野　慶二

第12区 波多野　明夫 セントラルハイツ 黒木　悌三

第13区 ◎ 池田　尚文 第34区 二見　幸夫

新宿 大木　忠数 第35区 久保田　幸雄

第15区 松本　健一 第36区 ◎ 根上　寿雄

第16区 山田　時雄 第37区 石井　雅之

第17区 柚木　常三 寺町 ◎ 金子　和充

第18区髙梨町 ◎ 加藤　芳永 荻窪 府川　誠二

第19区 松井　雄二 上谷津 伊藤　太一

第20区－１ 清水　修一郎 中谷津 南　　　勲

第20区-2青物町 野澤　俊男 下谷津 佐久間　悦夫

第21区 桑原　義樹 入谷津 横川　　忠

第22区 田中　　優 池上 山本　健一

第23区 栗山　茂男 井細田一区 常盤　立夫

第24区 山口　芳司 第43区 奥津　竹夫

第25区 ◎ 渡辺　光男 第44区 ◎ 鈴木　美喜夫

第26区 瀬戸　裕一 小田原グリーンタウン 梅澤　朋一

第27区 大濱　定儀 宮本 ◎ 湯川　増夫

第28区 小澤　久美 久野坂下 倉石　喜七郎

第29区 ◎ 堀内　貞治 京福台 鈴木　一俊

第30区 峯　　一喜 北久保 遠藤　昌和

第31区 千住　　功 下宿 加藤　英武

第32区 古谷　　仁 久野中宿 鈴木　健一

石橋 ◎ 鈴木　裕章 星山 田場川　善昭

米神 青木　　功 中久野 富永　雅夫

根府川 宮川　直史 三国 久津間　秀一

江之浦 山室　尚志 留場 原田　高雄

木地挽 ◎ 脇　　昌丈 坊所 湯川　泰治

みなと 青木　太成 欠ノ上 瀬戸　祐明

西組 青木　　勝 舟原 小泉　保雅

中組 鈴木　　茂 諏訪の原 川村　日出夫

東組 大津　俊一 和留沢 檀上　貴史
小田原サニータウン 浦山　祐一

芦子

二川

万年

早川

令和４年度自治会長名簿
地区順・敬称略　◎は連合会長　（令和４年６月１日現在）
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連合名 自治会名 連合名 自治会名 会長名会長名

蓮正寺第1 鳴海　孝之 酒匂1区 野地　　昭

蓮正寺第2 土屋　　晧 酒匂2区 大木　　実

蓮正寺第3 加藤　英二 酒匂3区 熊手　昭博

蓮正寺第4 永田　秀夫 酒匂4区 中村　富曜

蓮正寺第5 古澤　　進 酒匂5区 三橋　俊哉

蛍田駅前 西村　浩明 酒匂6区 大川　憲治

霞ノ瀬 栗田　哲夫 酒匂7区 久保田　哲夫

狩川 後山　弘幸 酒匂8区 大木　　徹

蛍生会 小山内　正 酒匂9区 高木　友寛

蓮正寺住宅 吉葉　茂樹 酒匂10区 荒井　静希

よし田 釼持　洋子 酒匂11区 上田　光男

蛍田中央 川岸　嘉啓 酒匂12区 川村　　昇

中曽根 ◎ 加藤　　敏 酒匂13区 栗田　宏和

飯田岡東 佐藤　秋彦 酒匂14区 松浦　邦夫

堀之内 岩崎　良春 酒匂15区 田呂丸　一光

飯田岡本村 香川　俊明 酒匂16区 土門　恵美

飯田岡若宮 吉野　友二郎 酒匂17区 原田　憲彦

飯田岡飯中 荘司　　謙 小八幡1区 ◎ 譲原　春夫

飯田岡楠 加藤　隆英 小八幡2区 長崎　源市

柳新田 渡邉　富雅 小八幡3区 譲原　祥次

小台 内海　　勇 小八幡4区 栗原　輝久

池田 中野　　武 小八幡5区 椎野　　武

新屋 内山　善弘 小八幡6区 斉藤　和幸

府川 岩本　一一 小八幡8区 松嶋　健一

久所 押田　和夫 小八幡9区 大塚　　洋

仲沢 撫井　　清 小八幡10区 神田　勝代

北ノ窪 木村　隆一 下堀 岡本　伸幸

穴部 金指　隆夫 中里1区－1 横田　八郎

穴部新田 高田　　充 中里1区－2 服部　謙一

上清水 ◎ 木村　秀昭 中里2区 夏苅　　宏

下清水 池田　義昭 矢作 官野　　稔

寺下 桑原　善祥 鴨宮2区 ◎ 荒木　慶市

高河原 釼持　　悟 鴨宮3区 鈴木　　久

河原庭 黒柳　典礼 鴨宮4区－1 殿岡　　裕

西之庭 横山　常昭 鴨宮4区－2 府川　貴晴

新屋敷 釼持　秀俊 鴨宮5区 高砂　　昇

浅原 増田　一秀 大道 植田　敏光

東栢山中の町 岡辺　直樹 南鴨宮1区 冨田　英男

東栢山学校前 内田　孝夫 南鴨宮2区 ◎ 関野　次男

東栢山城北 小木　朝美 南鴨宮3区 加藤　　修

東栢山道下 岩田　治良 南鴨宮4区 山田　五郎

東栢山道上 ◎ 宮内　宏人 南鴨宮5区 平川　邦彦

柳町 渡邊　照美

西栢山 鈴木　俊弘

弥生 小野　昭彦

富士見

下府中

富水

東富水

桜井

酒匂・小八幡
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連合名 自治会名 連合名 自治会名 会長名会長名

飯泉1区 加藤　純一 国府津第1区 吉野　淳一

飯泉2区 和田　道明 国府津第2区 三上　雅敏

飯泉3区 大木　　隆 国府津第3区 朝倉　義勝

東成田 ◎ 植村　久夫 国府津第4区 加藤　知邦

西成田 成田　洋一 国府津第5区 石塚　　勇

成和 設楽　正義 国府津第6区

桑原 沖津　　茂 国府津第7区 小宮　誠司

富士見 細羽　英昭 国府津第8区 尾崎　和敏

高田別堀西 ◎ 沖山　　明 国府津第9区 大木　智春

高田別堀南 相良　正三 国府津第10区 ◎ 川口　博三

高田別堀東 二見　武夫 国府津第11区 川久保　信良

上千代 小関　廣司 国府津第12区 小島　　貢

上原 振原　　弘 国府津第15区 川口　眞弘

下千代 鈴木　英生 国府津第16区 辻　　秀志

永塚 宇佐美　好孝 国府津第18区 八田堀　光男

東大友 西山　正明 国府津第19区 斉藤　　忠

西大友 山田　幸広 西 大曽根　雅秀

延清 加藤　久佳 中宿 ◎ 瀧澤　　純

上曽我 鳥居　幸一 向原 志澤　政勝

中河原 柾本　　浩 町屋 石塚　金蔵

下大井 髙橋　克美 押切 峯尾　平治

鬼柳 市川　　泉 羽根尾 石塚　七蔵

曽我大沢 石井　　仁 中村原第1区 髙橋　退仁

春木住宅 柿澤　広明 中村原第2区 岩田　好一

籠場住宅 伊藤　宏一 中村原第3区 清水　伸一郎

花里住宅 ◎ 新鹿　　勲 中村原住宅 室岡　美枝

曽我原 ◎ 曽我　祐行 中村原第6区 田中　覚昭

曽我谷津 神保　直也 中村原第7区 山﨑　利春

曽我岸 渡辺　純二 小船第1区 野口　良博

曽我別所 坂本　規一 小船第2区 ◎ 諏訪部　一美

曽我神戸 佐宗　教安 山西 加藤　丈夫

曽我山岸 高橋　英治 小竹下 舘岡　茂樹

小竹打越 野原　　 徹

小竹坂呂 小澤　浩久

小竹脇 奈須　博宣

明沢 秋澤　由則

沼代 内田　勝則

上町 川本　　宏
橘団地一般住宅 北村　祐一

さつきが丘 神谷　洋一郎

湘南橘台住宅 嶋　　茂樹

若葉台 中村　　範

下曽我

豊川

上府中

前羽

橘北

曽我

国府津
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