
築上町自治会長名簿

小学校区 自治会名 会長名 ふりがな

椎田校区 湊南 安部 晋司 あべ しんじ

椎田校区 湊北 蛭﨑 正德 えびすざき まさのり

椎田校区 鬼塚 岡田 修武 おかだ おさむ

椎田校区 椎田東 白石 明 しらいし あきら

椎田校区 椎田中 藤原  安弘 ふじわら やすひろ

椎田校区 椎田西 重松 信行 しげまつ のぶゆき

椎田校区 臼田 吉田 龍三 よしだ りゅうぞう

椎田校区 椎田南 加藤 義雄 かとう よしお

椎田校区 西高塚 室谷 貞夫 むろたに さだお

椎田校区 峯原 安部 洋子 あべ ようこ

椎田校区 東高塚 門田 達雄 かどた たつお

椎田校区 新開 中原 志津江 なかはら しずえ

八津田校区 宇留津 松田 洋一 まつだ よういち

八津田校区 東八田 岡村 祐二 おかむら ゆうじ

八津田校区 今津 平尾 達弥 ひらお たつや

八津田校区 西八田 植田 勝美 うえだ かつみ

葛城校区 上岩丸 今川 邦睛 いまがわ くにはる

葛城校区 下岩丸 大石 榮治 おおいし えいじ

葛城校区 奈古 加来 智昭 かく ともあき

葛城校区 水原 髙橋 献一 たかはし けんいち

葛城校区 越路 樋尾 準一 ひお じゅんいち

葛城校区 坂本 中村 信雄 なかむら のぶお

葛城校区 正毛田 生永 ｱｻ子 いきなが あさこ

葛城校区 下日奈古 中川 正則 なかがわ まさのり

葛城校区 上日奈古 進 博義 しん ひろよし

葛城校区 極楽寺 垣根 正明 かきね まさあき

西角田校区 真如寺 原 正法 はら まさのり

西角田校区 小原 中川 文敏 なかがわ ふみとし

西角田校区 上り松 南 健治 みなみ けんじ

西角田校区 石堂 津田 武 つだ たけし

西角田校区 福間 白石 平八郎 しらいし へいはちろう

西角田校区 山添 加生 順一 かしょう じゅんいち

西角田校区 上ﾉ河内 小野 博敏 おの ひろとし

西角田校区 有安 丸山 靖夫 まるやま やすお



築上町自治会長名簿

小学校区 自治会名 会長名 ふりがな

上城井校区 寒田 越﨑 保明 えつさき やすあき

上城井校区 櫟原 中嶋 睦夫 なかしま むつお

上城井校区 上本庄 大西 賢治 おおにし けんじ

上城井校区 下本庄 畑山 修 はたやま おさむ

上城井校区 伝法寺 畠山 了章 はたやま のりあき

上城井校区 松丸 白川 修三 しらかわ しゅうぞう

下城井校区 上香楽 須山 義隆 すやま よしたか

下城井校区 上深野 松本 冨士夫 まつもと ふじお

下城井校区 下深野 奥 秀人 おく ひでと

下城井校区 峠 加茂 一彦 かも かずひこ

下城井校区 下香楽 加來 康宣 かく やすのり

下城井校区 袈裟丸 川端 利実 かわばた としみ

下城井校区 袈裟丸第2 吉元 三千穂 よしもと みちほ

下城井校区 安武町 吉岡 規文 よしおか のりふみ

下城井校区 安武第1 吉元 秀人 よしもと ひでと

下城井校区 安武第2 繁永 誠 しげなが まこと

下城井校区 安武第3 上田 義人 うえだ よしひと

下城井校区 安武第4 神崎 恭次 こうざき やすつぐ

下城井校区 赤幡 村上 敏之 むらかみ としゆき

下城井校区 赤幡第2 吉留 瑞一 よしどめ ずいいち

下城井校区 開拓 村上 英志 むらかみ ひでし

築城校区 上小山田 荒尾 康次 あらお やすつぐ

築城校区 下小山田 井上 春喜 いのうえ はるき

築城校区 広末 吉田 一三 よしだ かずみ

築城校区 上築城 中山 一郎 なかやま いちろう

築城校区 下築城 椎野 浩 しいの ひろし

築城校区 東築城 池尾 允二郎 いけお まさじろう

築城校区 上別府 田原 泰之 たはら やすゆき

築城校区 下別府 造田 龍夫 ぞうた たつお

築城校区 南別府 山田 久 やまだ ひさし

築城校区 弓の師 切江 敏隆 きりえ としたか

築城校区 船迫 畑 隆 はた たかし


