
（様式例１５）

　日野川流域土地改良区告示第６号

　令和４年１１月２１日執行の日野川流域土地改良区総代選挙の結果、次の者が当選人と

なったので、日野川流域土地改良区定款附属書総代選挙規程第２１条第１項の規定により、

告示する。

令和４年１１月１７日

　　　日野川流域土地改良区

　　　選挙管理者　　森　嶋　利　和

氏　　　名 所属選挙区名 番号 摘要

坪田　豊一 第１選挙区 1

木村　正善 同上 2

村井　敏数 同上 3

井狩　篤士 同上 4

川村　稔 同上 5

荒川　雅男 同上 6

野々村　静雄 同上 7

山本　義和 同上 8

武山　定雄 同上 9

松本　春男 同上 10

小林　正司 同上 11

中江　定親 同上 12

小川　廣司 同上 13

山本　光男 同上 14

竹岡　延良 同上 15

村地　清広 同上 16

当　選　人　の　公　告

住　　　所

 近江八幡市江頭町832番地

 近江八幡市十王町372番地

 近江八幡市小田町167番地

 近江八幡市野村町2080番地9

 近江八幡市田中江町231番地

 近江八幡市竹町395番地

 近江八幡市安養寺町784番地

 近江八幡市古川町451番地

 近江八幡市森尻町51番地

 近江八幡市赤尾町350番地2

 近江八幡市日吉野町423番地

 近江八幡市馬淵町523番地

 近江八幡市千僧供町394番地

 近江八幡市東川町502番地

 近江八幡市倉橋部町133番地

 近江八幡市倉橋部町109番地



塚本　久男 同上 17

梅村　和夫 同上 18

紀伊　基吉 第２選挙区 1

古株　繁 同上 2

山添　武司 同上 3

竹内　弥栄 同上 4

山中　美幸 同上 5

大﨑　茂次 同上 6

農事組合法人
ファーム弓つくりの郷

同上 7

谷口　重治 同上 8

村居　浩一 同上 9

小西　英雄 同上 10

磯部　俊男 同上 11

谷村　豊和 同上 12

吉田　留夫 同上 13

川部　長宣 同上 14

大橋　豊 同上 15

澤井　義明 同上 16

和田　玄二 同上 17

小林　幸男 第３選挙区 1

圖司　與志文 同上 2

松原　和男 同上 3

奥田　克己 同上 4

髙岡　治男 同上 5

村田　嘉嗣 同上 6

森田　由喜雄 同上 7

西堀　明 同上 8

福永　浩和 同上 9

 近江八幡市新巻町70番地1

 近江八幡市十王町795番地

 蒲生郡竜王町大字岡屋1460番地

 蒲生郡竜王町大字小口152番地

 蒲生郡竜王町大字薬師1007番地

 蒲生郡竜王町大字須恵323番地

 蒲生郡竜王町大字鵜川570番地

 蒲生郡竜王町大字橋本235番地

 蒲生郡竜王町大字弓削1422番地

 蒲生郡竜王町大字西川227番地

 蒲生郡竜王町大字山面771番地2

 蒲生郡竜王町大字山之上2051番地

 蒲生郡竜王町大字山之上5287番地

 蒲生郡竜王町大字山之上3427番地

 蒲生郡竜王町大字川守533番地

 蒲生郡竜王町大字林377番地

 蒲生郡竜王町大字信濃203番地

 蒲生郡竜王町大字綾戸532番地

 蒲生郡竜王町大字岩井585番地

 東近江市鋳物師町1326番地

 東近江市蒲生岡本町598番地

 東近江市大塚町787番地

 東近江市鈴町227番地

 東近江市宮川町324番地

 東近江市宮井町325番地

 東近江市合戸町180番地

 東近江市市子殿町450番地

 東近江市市子沖町138番地



小笹　双夏 同上 10

村田　弥寿彦 同上 11

向井　明男 同上 12

西田　康己 同上 13

高木　一男 同上 14

木澤　智隆 同上 15

小島　勉 同上 16

𠮷澤　光彦 第４選挙区 1

髙井　昇 同上 2

小田　浩 同上 3

嶌村　喜一 同上 4

武田　久生 同上 5

堀江　功一 同上 6

森岡　市蔵 同上 7

歯黒　平次郎 同上 8

森本　裕 同上 9

奥野　久宣 同上 10

竹村　隆司 同上 11

山田　浩三 同上 12

北岡　寅吉 同上 13

奥村　利一 同上 14

福本　修一 同上 15

新海　清 同上 16

谷　博 同上 17

德田　德男 同上 18

椙原　浩之 同上 19

北川　幸治 同上 20

杉元　清次 同上 21

 東近江市石塔町815番地

 東近江市平林町674番地

 東近江市綺田町378番地

 東近江市桜川西町425番地

 東近江市川合町184番地

 東近江市川合町1544番地

 東近江市稲垂町308番地

 蒲生郡日野町大字村井1330番地

 蒲生郡日野町大字松尾526番地

 蒲生郡日野町大字小井口658番地

 蒲生郡日野町大字上野田1057番地

 蒲生郡日野町大字杉774番地

 蒲生郡日野町大字杣251番地

 蒲生郡日野町大字小野456番地3

 蒲生郡日野町大字奥之池867番地

 蒲生郡日野町大字北脇413番地

 蒲生郡日野町大字石原2番地67

 蒲生郡日野町大字三十坪1037番地

 蒲生郡日野町大字小谷572番地

 蒲生郡日野町大字豊田266番地1

 蒲生郡日野町大字蓮花寺957番地

 蒲生郡日野町大字西大路1299番地

 蒲生郡日野町大字音羽328番地

 蒲生郡日野町大字蔵王287番地

 蒲生郡日野町大字鎌掛2688番地

 蒲生郡日野町大字内池536番地

 蒲生郡日野町大字十禅師185番地

 蒲生郡日野町大字山本238番地


