
指定番号 氏名 井戸の所在地 電気 地区名 自治会名 

24-001 小石 ロベルタ 千塚二丁目 1番 26号 要 千塚 千塚西町 

24-003 石田 普士雄 美咲二丁目 16番 20 号 要 北新 古府中本町 

24-005 中澤 貢 下飯田三丁目 12番 6 号 要 池田 下飯田南部 

24-007 橘田 雅春 上曽根町 870番地 要 中道 文珠 

24-008 小林 みよ子 城東二丁目 12番 21 号 要 琢美 城東二丁目北深 

24-009 池田 義 上小河原町 1166番地 5 要 大国 上小河原町 

24-010 森澤 顕 徳行二丁目 10番 40 号 要 貢川 徳行二丁目 

24-011 田中 保晴 徳行二丁目 10番 3号 要 貢川 徳行二丁目 

24-012 金子 政一 池田一丁目 3番 31号 要 池田 長松寺南部 

24-017 古田 喜三太 武田二丁目 12番 12 号 否 新紺屋 横田広庭 

24-022 田中 哲也 右左口町 376番地 否 中道 下宿 

24-025 秋山 宣二 貢川本町 8番 23号 要 貢川 貢川本町西部 

24-026 村松 洋 白井町 688番地 3 要 中道 白井西 

24-027 堀 君彦 下今井町 758番地１ 要 山城 下今井町 

24-028 佐野 安男 下今井町 768番地 要 山城 下今井町 

24-029 保坂 直吾 美咲一丁目 1番 29号 要 朝日 元三日 

24-030 鈴木 克彦 美咲一丁目 1番 31号 要 朝日 元三日 

24-031 中田 雄一 美咲一丁目 1番 27号 否 朝日 元三日 

24-032 穐山 博司 美咲一丁目 1番 15号 要 朝日 元三日 

24-034 社会保険山梨病院 朝日三丁目 8番 31号 要 朝日 元三日 

災害時生活用水協力井戸 



24-035 佐野 芳計 長松寺町 8番地 35 要 池田 長松寺南西 

24-039 赤池 信夫 長松寺町 8番地 41 要 池田 長松寺南西 

24-040 長田 定光 長松寺町 5番地 11 要 池田 長松寺南西 

24-042 森本 成二 長松寺町 5番地 15 要 池田 長松寺南西 

24-043 桑原 統治 長松寺町 8番地 2 要 池田 長松寺南西 

24-045 高山 篤 長松寺町 8番地 34 要 池田 長松寺南西 

24-046 井上 恵美子 長松寺町 8番地 40 要 池田 長松寺南西 

24-047 内藤 孝 下飯田四丁目 3番 19 号 要 池田 下飯田 

24-051 長田 芳文 池田二丁目 10番 13 号 要 池田 長松寺北部 

24-052 日本 真一 池田二丁目 9番 14号 要 池田 長松寺北部 

24-055 森沢 幸夫 千塚四丁目 2番 5号 要 千塚 千塚西町 

24-056 三森 義文 西田町 2番地 68 要 相川 和田町 

24-057 窪田 順子 和田町 2770番地 要 相川 和田町 

24-059 保坂 敬夫 上積翠寺町 478番地 要 相川 上積翠寺町 

24-065 窪田 和子 緑が丘二丁目 12番 15 号 要 相川 和田町 

24-068 窪田 茂 和田町 2782番地 要 相川 和田町 

24-072 土屋 紘一 和田町 2853番地 要 相川 和田町 

24-076 山村 武敏 和田町 2890番地１ 要 相川 和田町 

24-079 小澤 久治 中小河原町 154番地 9 要 山城 中小河原第五 

24-081 妙石庵 上曽根町 2452番地 6 否 中道 宮下 

24-082 妙石庵 上曽根町 2456番地 要 中道 宮下 



25-001 松田 恭昭 山宮町 5012番地 23 要 羽黒 西町 

25-003 松嶋 宏 住吉四丁目 13番 13 号 要 住吉 住吉南報 

25-005 社会保険山梨病院 朝日三丁目 11番 16 号 要 朝日 元三日 

25-007 中島 浩 富竹四丁目 1番 38号 否 貢川 富竹西部 

25-009 窪田 茂 国母八丁目 13番 22 号 要 国母 国母八丁目東部 

25-010 末木 義朝 下帯那町 280番地 要 千代田 下帯那町 

25-013 有賀 不二男 山宮町 467番地 3 要 羽黒 西町 

25-014 落合 邦彦 国玉町 1140番地 1 要 玉諸 国玉町 

25-015 保延 久男 徳行四丁目 8番 31号 要 貢川 徳行南部 

25-017 江間 美久 上今井町 2290番地 否 山城 上今井町 

25-018 樋口 一徳 富竹三丁目 5番 9号 要 貢川 富竹西部 

25-021 遠藤 清一 国母八丁目 16番 30 号 要 国母 国母八丁目東部 

25-022 大須賀 勝 住吉五丁目 9番 22号 要 住吉 住吉親隣 

25-024 山本 力 宝二丁目 19番 4号 要 穴切 宝二丁目西青沼 

25-025 株式会社ハギ・ボー 上今井町 740番地 4 要 山城 さつき 

26-001 岩間 武 蓬沢町 1244番地 4 要 玉諸 上阿原町中央 

26-002 加賀美 君子 大和町 5番 15号 否 北新 万寿森 

26-006 内藤 一昭 武田二丁目 12番 8号 要 新紺屋 横田広庭 

26-007 丸茂 昭三 池田二丁目 12番 16 号 要 池田 金竹 

26-008 千野 好一 北新二丁目 12番 26 号 要 北新 塔岩 

26-009 神戸 昌夫 住吉一丁目 11番 17 号 併用 住吉 住吉宮元 



26-010 小澤 直人 荒川二丁目 13番 25 号 要 池田 荒川 

26-011 平川 一星 上曽根町 383番地 要 中道 文珠 

26-012 熊谷 喜孝 富竹二丁目 4番 12号 要 貢川 富竹東部 

27-001 天野 和仁 朝日三丁目 2番 16号 要 朝日 横沢 

27-002 篠原 健 上今井町 2107番地 要 山城 上今井町 

27-003 穴水 信一 朝日二丁目 13番 1号 要 朝日 横沢 

27-004 佐野 五夫 国母五丁目 15番 18 号 要 国母 上小河原西部 

27-005 矢崎 千春 上今井町 2359番地 要 山城 上今井町 

27-006 有限会社 初鹿組 住吉一丁目 11番 25 号 要 住吉 住吉宮元 

27-007 横森 俊哉 千塚四丁目 7番 12号 要 羽黒 西町 

27-008 高根 秀二 里吉四丁目 1222番地 7 要 玉諸 里吉四丁目 

27-009 友愛保育園 里吉四丁目 8番 25号 要 玉諸 里吉四丁目 

27-010 山村 勝一 山宮町 719番地 要 羽黒 銀座 

27-011 望月 紘正 貢川二丁目 14番 3号 要 貢川 貢川二丁目 

27-014 上田 正之 塩部三丁目 8番 5号 要 朝日 塩部三丁目第一 

28-001 杉原 正芳 桜井町 754番地 要 甲運 桜井町 

28-004 聖愛幼稚園 羽黒町 618番地 要 羽黒 羽黒町 

28-005 三井 久夫 大手二丁目 3番 9号 要 相川 北東 

28-006 山口 保男 音羽町 4番地 45 要 千塚 陣場 

28-008 古屋 良夫 上曽根町 2792番地 その他 中道 宮下 

28-009 向山 茂幸 北口一丁 6番 2号 要 新紺屋 水門 



28-010 井上 欣之助 住吉二丁目 6番 16号 要 住吉 住吉西部 

28-011 市村 忠彦 上今井町 2404番地 要 山城 上今井町 

28-013 飯沼 昇 音羽町 4番地 35 要 千塚 陣場 

28-014 株式会社 FUJI 耕  朝気三丁目 17番 2号 要 東 朝気三丁目 

28-015 古田 富三太 宮前町 5番地 6 要 新紺屋 元宮 

28-016 渡辺 貞行 朝日五丁目 2番 1号 否 朝日 元三日 

28-017 古屋 美明 屋形三丁目 5番 34号 要 相川 桜 

29-001 望月 弘 城東二丁目 22番 8号 要 琢美 城東二丁目第二 

29-002 本田 権治郎 善光寺二丁目 14番 11 号 要 里垣 善光寺寺内 

29-003 雨宮 久 伊勢二丁目 17番 8号 要 伊勢 伊勢西部第一区 

29-004 堀向 仁 貢川一丁目 7番 45号 要 貢川 貢川一丁目 

29-005 秋山 久佳 高畑一丁目 12番 36 号 要 石田 高畑西 

29-006 塩川 一男 徳行四丁目 2番 8号 要 貢川 徳行本町 

29-007 千塚八幡神社奉賛会 千塚三丁目 5番 1号 要 千塚 千塚東町 

29-008 内藤 忠義 善光寺町 2905番地 要 里垣 善光寺北原 

29-010 今井 吉之助 善光寺町 2976番地 要 里垣 善光寺北原 

29-013 丸山 力 善光寺町 2838番地 要 里垣 善光寺北原 

29-015 名取 一雄 善光寺町 2855番地 要 里垣 善光寺北原 

29-016 大野 兼義 善光寺町 2949番地 要 里垣 善光寺北原 

29-017 三村 昭義 善光寺町 2858番地 要 里垣 善光寺北原 

29-018 福島 一男 右左口町 4242番地 要 中道 七覚 



29-019 伊沢 東洋王 徳行三丁目 4番 21号 要 貢川 徳行南部 

30-001 隺田 敏明 千塚四丁目 7番 18号 要 千塚 千塚西町 

30-002 海野 武美 国母七丁目 10番 22 号 要 国母 国母七丁目 

30-004 後藤 正比古 後屋町 502番地 要 大国 後屋本町 

30-005 後藤 正孝 後屋町 503番地 要 大国 後屋本町 

30-007 㓛刀 福夫 後屋町 512番地 否 大国 後屋本町 

30-008 㓛刀 福夫 ② 後屋町 523番地 否 大国 後屋本町 

30-013 許山 茂樹 後屋町 622番地 要 大国 後屋本町 

30-017 石原 勇一 国母五丁目 16番 29 号 要 国母 北上条 

31-001 末木 茂 音羽町 3番地 43 要 千塚 音羽町 

31-002 波切 和也 小瀬町 636番地 要 山城 小瀬町 

31-003 米山 孝之① 落合町 1254番地 要 山城 落合町 

31-004 米山 孝之② 下今井町 623番地 3 要 山城 下今井町 

31-005 米山 孝之③ 小曲町 20番地 7 要 山城 小曲町 

31-006 山下 常和 里吉一丁目 6番 4号 要 玉諸 里吉一丁目 

31-007 堀内 徹 飯田四丁目 10番 6号 要 穴切 飯田宮組 

31-008 望月 昭男 荒川二丁目 14番 15 号 要 池田 荒川 

31-009 五味 一豊 荒川一丁目 4番 14号 要 池田 荒川 

31-010 山本 正文 屋形一丁目 8番 35号 要 相川 広小路 

31-011 浅川 泉 上町 1767番地 2 要 山城 上町 

31-012 保坂 市雄 下積翠寺町 1096番地 要 相川 下積翠寺町 



31-013 大柴 あい子 富竹二丁目 7番 1号 要 貢川 富竹東部 

31-014 佐々木 幸夫 寿町 29番地 8 要 穴切 寿南部 

2-001 小沢 常松 貢川本町 6番地 4 要 貢川 貢川本町東部 

2-002 風間 昭弘 上阿原 33番地 要 玉諸 上阿原町本町 

2-003 竹田 芳幸 大里 3676番地 要 大里 中条 

2-004 八木 善幸 上石田二丁目 32番 1 号 要 石田 上石田東部 

2-005 数野 昇 古府中町 3092番地 要 相川 日影 

2-006 中澤 真 高室町 750番地 否 大里 高室 

3-001 池上 達也 北新二丁目 8番 10号 要 北新 塔岩 

3-002 堀内 秀明 岩窪町 19番地 否 相川 岩窪 

3-003 小林 久五 下向山町 4143番地 要 中道 金沢 

3-004 篠原 透浩 下石田二丁目 11番 4 号 要 石田 下石田二丁目 

3-005 佐田 勝 増坪町 595番地 要 山城 増坪町 

3-006 伊藤 信二 下石田二丁目 1番 22 号 要 石田 下石田二丁目 

3-007 野木 秋光 上石田四丁目 13番 3 号 要 石田 上石田悠紀 

3-008 若尾 逸生 上石田三丁目 5番 15 号 否 石田 上石田悠紀 

3-010 小田切 仁 池田三丁目 13番 19 号 要 池田 池田三丁目 

3-011 土肥 武弘 池田三丁目 13番 16 号 要 池田 池田三丁目 

3-012 内藤 勇 池田三丁目 13番 10 号 要 池田 池田三丁目 

3-014 柏こども園 上曽根町 258番地 1 否 中道 文珠 

3-015 土屋 正博 上曽根町 115番地 2 否 中道 文珠 



3-016 平川 甫 上曽根町 377番地 否 中道 文珠 

4-001 早川 哲理 富士見二丁目 7番 8 号 要 千塚 三五会 

4-002 大久保 一雄 宮前町 7番 47号 要 新紺屋 宮前町 

4-003 早川 善朗 緑が丘二丁目 6番 13 号 要 北新 緑が丘北部 

4-004 塩澤 政幸 高畑一丁目 22番 29 号 要 石田 高畑中部 

4-005 秋山 賢一 高畑一丁目 22番 6号 要 石田 高畑中部 

4-006 山本 光雄 高畑一丁目 19番 3号 要 石田 高畑中部 

4-007 丸光建設株式会社 大手二丁目 2番 21号 要 相川 北東 

4-008 佐野 幸子 池田一丁目 8番 23号 要 池田 長松寺北部 

4-009 伊藤 宏 大津町 148番地 1 要 大里 西下条 

4-010 箭本 貢 富竹二丁目 7番 11号 要 貢川 富竹東部 

4-013 小林 久文 池田二丁目 9番 19号 要 池田 長松寺北部 

4-014 萩原 章雄 富竹四丁目 4番 27号 要 貢川 富竹西部 

4-015 つつじが崎学園 岩窪町 614番地 否 相川 岩窪 

 


