
 

 

 

 

 

歴代区長一覧 
（ 明 治 １ １ 年 ～ 昭 和 ２ ２ 年 ）  

 

 

 

 

 

１  各 区 史 を 参 考 に 作 成 し ま し た 。  

２  区 史 に 記 載 の な い 部 分 に つ い て は 、東 京

市 職 員 録 や 職 員 録 （ 大 蔵 省 印 刷 局 ） 等 で 補

い ま し た が 、 完 全 と は 言 え ま せ ん 。  

３  色 の つ い た 部 分 は 、在 任 期 間 等 に 疑 問 の

あ る 箇 所 で す が 、検 証 す る 手 だ て も な い た

め 、 そ の ま ま と し ま し た 。 今 後 の 調 査 を ま

ち た い と 思 い ま す 。  

４  参 考 の た め ３ ５ 区 の 名 前 の 次 に （  ） で

現 在 の 区 名 を つ け て お き ま し た 。  



氏名 就任年月 退任年月

矢部常行 明治11年11月 （記載なし）

平松時厚 明治14年8月 明治16年5月

池田徳潤 明治16年5月 明治16年6月

大海原尚義 明治16年6月 明治18年7月

荒木功 明治18年7月 明治18年9月

中山孝麿 明治18年9月 明治20年5月

大河内正賢 明治20年5月 明治23年9月

与倉東雄 明治23年9月 明治26年11月

富士重本 明治26年11月 明治30年4月

石塚剛介 明治30年4月 明治32年6月

大森敬之 明治32年6月 明治32年7月

丹所啓行 明治32年7月 明治35年7月

桑田房吉 明治35年7月 明治35年8月

伊志田友方 明治35年8月 明治38年5月

大胡純 明治38年5月 明治40年5月

古本崇 明治40年5月 明治44年6月

川田久喜 明治44年6月 明治45年2月

仁杉英 明治45年2月 大正元年10月

橋本久太郎 大正元年10月 大正10年4月

松涛泰近 大正10年4月 大正11年9月

渋谷徳三郎 大正11年9月 大正14年8月

川部爽介 大正14年8月 昭和4年3月

亀山忠之介 昭和4年3月 昭和5年4月

岩本秀雄 昭和5年4月 昭和7年1月

宮尾時司 昭和7年1月 昭和8年10月

天矢景光 昭和8年11月2日 昭和11年10月10日

中屋重治 昭和11年10月10日 昭和14年12月11日

豊島長吉 昭和14年12月11日 昭和15年8月17日

千葉胤次 昭和15年8月17日 昭和15年12月24日

萱場順治 昭和15年12月26日 昭和17年9月3日

中村三郎 昭和17年9月3日 昭和18年6月30日

中村三郎 昭和18年7月1日 昭和20年6月8日

尾関三三 昭和20年6月8日 昭和20年12月24日

四方謙治 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

曽根光造 昭和21年11月22日 昭和22年3月15日

麹町区（千代田区）



神田区（千代田区）

氏名 就任年月 退任年月

沢簡徳 明治11年12月2日 明治22年5月1日

沢簡徳 明治22年6月25日 明治31年9月1日

桑田房吉 明治31年9月1日 明治34年3月9日

小原八十吉 明治34年3月9日 大正3年4月21日

山県鋳蔵 大正3年4月21日 大正14年11月3日

柴原国松 大正14年11月3日 昭和4年3月4日

白鳥徳之助 昭和4年3月4日 昭和6年7月1日

沢逸与 昭和6年7月1日 昭和8年11月2日

宮尾時司 昭和8年11月2日 昭和13年12月24日

加藤守道 昭和13年12月24日 昭和15年8月17日

高田賢治郎 昭和15年8月17日 昭和17年9月3日

岡田光蔵 昭和17年9月3日 昭和18年7月1日

筒井茂也 昭和18年7月1日 昭和19年6月30日

四方謙治 昭和19年6月30日 昭和20年12月24日

村瀬清 昭和20年12月24日 昭和22年3月15日



日本橋区（中央区）

氏名 就任年月 退任年月

館興敬 明治11年11月 明治14年6月

中山孝麿 明治14年6月 明治18年9月

伊藤正信 明治18年9月 明治24年11月

竹村尚義 明治24年11月 明治25年12月

沢簡徳（神田区長と兼任） 明治25年12月 明治26年3月

大胡純 明治26年3月 明治30年8月

仁杉英 明治30年8月 明治35年5月

大庭知栄 明治35年5月 大正元年10月

新居友三郎 大正元年10月 大正14年10月

川島一郎 大正14年10月 昭和4年1月

田村瑞穂 昭和4年1月 昭和5年4月

大里常弘 昭和5年4月 昭和8年11月

川口寛三 昭和8年11月 昭和14年6月

草間時光 昭和14年6月 昭和15年8月

加藤守道 昭和15年8月 昭和17年9月

須田銓造 昭和17年9月 昭和18年6月

萱場順治 昭和18年6月 昭和20年12月

大宝要蔵 昭和20年12月 昭和21年3月

沖塩正夫 昭和21年3月 昭和21年5月

岡安彦三郎 昭和21年5月 昭和21年11月

中西清太郎 （区長心得） 昭和21年11月 昭和22年3月



京橋区（中央区）

氏名 就任年月 退任年月

江塚庸謹 明治11年11月 明治14年6月

池田徳潤 明治14年6月 明治16年5月

林厚徳 明治16年5月 明治23年3月

大森敬之 明治23年3月 明治34年3月

桑田房吉 明治34年3月 明治36年12月

長谷川寿太郎 明治36年12月 明治41年8月

川田久喜 明治41年8月 明治44年6月

藤原和吉 明治44年6月 大正2年12月

国枝捨次郎 大正2年12月 大正5年12月

吉川等 大正5年12月 大正11年6月

八田五三 大正11年6月 大正13年6月

井手久馬彦 大正13年6月 大正15年12月

渋谷徳三郎 大正15年12月 昭和4年1月

川島一郎 昭和4年1月 昭和6年7月

塩川正蔵 昭和6年7月 昭和10年8月

林忠美 昭和10年8月 昭和11年7月

萱場順治 昭和11年7月 昭和12年11月

草間時光 昭和12年11月 昭和14年6月

筒井茂也 昭和14年6月 昭和17年9月

岸寿喜恵 昭和17年9月 昭和20年6月

槙島勇 昭和20年6月 昭和21年11月

永島博（区長心得） 昭和21年11月 昭和22年3月



芝区（港区）

氏名 就任年月 退任年月

相原安次郎 明治11年11月 明治13年4月

前田利充 明治13年5月 明治14年6月

奥平昌邁 明治14年6月 明治15年11月

渡辺清 明治16年1月 明治16年7月

梅田義信 明治16年7月 明治18年7月

久住秋策 明治18年7月 明治22年5月

丸山正盛 明治22年7月 明治23年5月

鈴木良輔 明治23年5月 明治28年9月

川崎実 明治28年9月 明治41年3月

風祭甚三郎 明治41年3月 明治44年6月

土方篠三郎 明治44年6月 大正3年7月

長岡往来 大正3年7月 大正4年1月

古橋幸正 大正4年1月 大正11年1月

小宮山信治 大正11年2月8日 昭和4年3月4日

宮川宅次 昭和4年3月4日 昭和5年4月5日

船津新四郎 昭和5年4月5日 昭和8年11月2日

黒川一治 昭和8年11月2日 昭和10年8月2日

筒井茂也 昭和10年8月2日 昭和12年3月24日

守屋正二 昭和12年3月24日 昭和13年10月19日

宮沢文作 昭和13年10月20日 昭和17年9月2日

伊藤俊一 昭和17年9月3日 昭和17年12月11日

高田賢治郎 昭和17年12月12日 昭和20年12月23日

井手光治 昭和20年12月24日 昭和22年3月14日



麻布区（港区）

氏名 就任年月 退任年月

前田利充 明治11年11月 明治15年11月

渡辺孝 明治15年12月 明治17年1月

太田卓之 明治17年1月 明治22年4月

村木義方 明治22年7月 明治31年6月

山名金明 明治31年6月 明治31年11月

長岡往来 明治31年12月 明治38年2月

小浦錐三郎 明治38年2月 明治39年4月

徳尾政均 明治39年4月 明治43年7月

平林政博 明治43年7月 大正6年7月

松濤泰近 大正6年7月 大正10年4月

松崎章太郎 大正10年4月 昭和3年9月

稲見貞蔵 昭和3年9月 昭和4年3月

塩川正蔵 昭和4年3月 昭和5年4月

羽生正 昭和5年4月 昭和10年8月

真田憲 昭和10年8月 昭和12年3月

間宮竜真 昭和12年3月 昭和14年6月

岡野民徳 昭和14年6月 昭和15年8月

吉田政一 昭和15年8月17日 昭和18年1月7日

中川徴次 昭和18年1月18日 昭和18年6月30日

赤羽幾一 昭和18年7月1日 昭和20年12月23日

金子吉衛 昭和20年12月24日 昭和22年3月14日



赤坂区（港区）

氏名 就任年月 退任年月

島津忠亮 明治12年1月 明治13年1月

堀田正養 明治13年1月 明治14年6月

前田利充 明治14年6月 明治15年11月

渡辺孝 明治15年12月 明治17年1月

太田卓之 明治17年1月 明治20年11月

穂積敬重 明治20年11月 明治22年5月

近藤政利 明治22年6月 大正2年7月

長谷川友次郎 大正3年7月 大正9年4月

中野浩 大正9年4月 大正14年8月

杉田安静 大正14年8月 大正15年12月

益田貫一 大正15年12月 昭和4年1月

森岡保喜 昭和4年1月 昭和8年11月

井上桂 昭和8年11月 昭和9年12月

藤田義治 昭和9年12月 昭和11年9月

宮沢文作 昭和11年9月 昭和13年10月

守屋正二 昭和13年10月 昭和14年6月

須田銓造 昭和14年6月 昭和15年8月

広谷宣布 昭和15年8月17日 昭和16年9月11日

木村粂三 昭和16年9月12日 昭和17年4月10日

山崎平吉 昭和17年4月11日 昭和19年6月29日

富田繁 昭和19年6月30日 昭和20年12月23日

野宗英一郎 昭和20年12月24日 昭和22年3月14日



四谷区（新宿区）

氏名 就任年月 退任年月

渡辺清 明治11年11月 明治16年1月

久住久栄 明治16年1月 明治18年7月

中川忠純 明治18年8月 明治20年5月

山下政愛 明治20年5月 明治21年11月

津田彦十郎 明治22年6月25日 明治34年3月9日

石井弥六 明治34年3月9日 明治34年11月8日

近藤政利 明治34年11月8日 明治35年4月5日

谷山浩 明治35年4月5日 明治37年9月24日

星野佐昭 明治37年9月24日 大正3年12月25日

佐藤三吾 大正3年12月25日 大正15年12月6日

杉田安静 大正15年12月6日 昭和3年10月31日

伊藤佐市 昭和3年10月31日 昭和8年9月10日

土生文之助 昭和8年9月14日 昭和12年12月3日

石森勲夫 昭和12年12月3日 昭和14年6月20日

広田伝蔵 昭和14年6月20日 昭和18年1月8日

早川秋一 昭和18年1月8日 昭和18年6月30日

古山利雄 昭和18年7月1日 昭和20年6月8日

飯田逸治郎 昭和20年6月8日 昭和20年12月24日

栗本金定 昭和20年12月24日 昭和22年3月15日



牛込区（新宿区）

氏名 就任年月 退任年月

秋山則白 明治11年11月30日 明治14年7月6日

渡辺清 明治14年7月6日 明治16年1月31日

久住秋策 明治16年1月31日 明治18年8月8日

中川忠継 明治18年8月8日 明治20年9月7日

三淵隆衡 明治20年9月7日 明治22年2月12日

高田庄吉（代理　書記） 明治22年2月12日 明治22年3月28日

田中通達 明治22年3月28日 明治22年5月6日

高田庄吉（代理　書記） 明治22年5月6日 明治22年7月1日

加藤鼎叟 明治22年7月1日 明治26年1月13日

高田庄吉（代理　書記） 明治26年1月13日 明治26年2月24日

佐伯雅馨 明治26年2月24日 明治29年11月27日

沢簡徳 明治29年11月27日 明治30年4月27日

小島官吾 明治30年4月27日 明治34年3月12日

土方篠三郎 明治34年3月12日 明治37年6月28日

風祭甚三郎 明治37年6月28日 明治37年8月4日

土方篠三郎 明治37年8月4日 明治38年10月6日

宮川鉄次郎 明治38年10月6日 明治41年10月7日

土方篠三郎 明治41年10月7日 明治44年6月8日

古本崇 明治44年6月8日 大正8年3月18日

岡田淳司 大正8年3月18日 大正8年3月26日

吉田輝一 大正8年3月26日 大正11年7月6日

三位甚造 大正11年7月6日 大正13年1月18日

宮川宗徳 大正13年1月18日 大正14年8月1日

亀山忠之助 大正14年8月1日 昭和2年3月30日

浅山正名 昭和2年3月30日 昭和4年2月4日

白鳥徳之助 昭和4年2月4日 昭和4年3月4日

松永和一郎 昭和4年3月4日 昭和8年1月23日

佐藤伝四郎 昭和8年1月23日 昭和11年9月26日

城野亀吉 昭和11年10月10日 昭和13年12月24日

矢田部美佐保 昭和13年12月24日 昭和15年8月17日

上田房吉 昭和15年8月17日 昭和16年9月13日

磯村英一 昭和16年9月12日 昭和17年9月3日

海老沢武 昭和17年9月3日 昭和18年6月30日

岡田光蔵 昭和18年7月1日 昭和20年12月24日

沢柳紀作 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

瀬山竜雄（区長心得  総務課長） 昭和21年11月22日 昭和22年3月15日



小石川区（文京区）

氏名 就任年月 退任年月

内藤耻叟 明治11年11月 明治14年6月

加藤治幹 明治14年6月 明治19年8月

北澤正誠 明治19年8月 明治20年9月

田中直達 明治20年9月 明治22年4月

戸井田重豊 明治22年7月 明治25年4月

佐藤正興 明治25年5月 明治31年10月

永井喜炳 明治31年10月 明治33年9月

中野寅次郎 明治33年9月 明治35年10月

石井義正 明治35年10月 明治37年8月

風祭甚三郎 明治37年9月 明治37年9月

佐藤正興 明治37年9月 明治39年5月

仁杉英 明治39年5月 明治39年7月

吉田弘蔵 明治39年7月 明治40年3月

須崎緝作 明治40年3月 大正5年5月

岡田淳司 大正5年5月 大正8年3月

古本崇 大正8年3月 大正11年4月

白鳥徳之助 大正11年4月 大正13年4月

近藤千賀三 大正13年4月 大正14年4月

益田貫一 大正14年4月 大正15年12月

宮川宗徳 大正15年12月 昭和2年3月

亀山忠之助 昭和2年3月 昭和4年3月

川部爽介 昭和4年3月 昭和4年3月

川口寛三 昭和4年3月 昭和5年8月

守屋正二 昭和5年8月 昭和7年4月

市川守吉 昭和7年4月
昭和7･10･1現在～昭和13・7・1現在の東
京市職員録に名前あり。

篠沢久

山口寛雄

早川秋一

矢野芳雄

苔口章（区長心得）

昭和14・1・20現在の職員録に名前あり。

昭和21･12･1現在の東京都職員名簿に名前あり。

昭和15･9･1現在～昭和17･10･1現在の東京市職員録に名前あり。

昭和18･7･1現在の職員録、昭和18･11・20現在の東京都職員名簿に名前
あり。

昭和14・9・1現在の東京市職員録と昭和15・8・15現在の職員録に名前あ
り。

※昭和22年の東京都職員名簿なし・昭和7年から同22年の間の区長人数等正確なところは不明である。



本郷区（文京区）

氏名 就任年月 退任年月

加藤治幹 明治11年11月 明治19年8月

北澤正誠 明治19年8月 明治22年3月

岡本益道 明治22年3月 明治22年6月

北村徹 明治22年6月 明治25年10月

鴨池宣之 明治25年10月 明治30年10月

風祭甚三郎 明治30年10月 明治34年3月

稲岡嘉七郎 明治34年3月 明治35年7月

小原八十吉（神田区長より兼任） 明治35年7月 明治35年10月

永澤正常 明治35年10月 明治36年7月1日

溝口鋳次郎 明治36年7月 明治37年8月

風祭甚三郎 明治37年8月 明治38年8月

佐藤正興（小石川区長より兼任） 明治38年8月 明治38年8月

仁杉英 明治38年8月 明治41年6月

玉井幸太 明治41年6月 明治44年6月

見山正賀 明治44年6月 大正10年2月

尾川幾太郎 大正10年4月 大正14年8月

渋谷徳三郎 大正14年8月 大正15年12月

白鳥徳之助 大正15年12月 昭和4年2月

前田賢次 昭和4年2月 昭和5年4月

塩川正蔵 昭和5年4月 昭和6年7月

片岡文太郎 昭和6年7月 昭和9年12月

井上桂 昭和9年12月
昭和10・7・1現在～昭和13･7･1現在の東
京市職員録に名前あり。

中村三郎

萱場順治

大宝要蔵

吉田政一

井形卓三

昭和14・1・20現在の職員録と昭和14・9・1現在の東京市職員録に名前あ
り。

昭和２１・１２・１現在の東京都職員名簿に名前あり。

※昭和22年の東京都職員名簿なし・昭和9年から同22年の間の区長人数・任期等正確なところは不明であ
る。

昭和15・2・1現在の職員録と昭和15･9･1現在の東京市職員録に名前あり。

昭和16･9･1現在～昭和17･10･1現在の東京市職員録に名前あり。

昭和18･7･1現在の職員録、昭和18･11･20現在の東京都職員名簿に名前
あり。



下谷区（台東区）

氏名 就任年月 退任年月

宮本経吉 明治11年11月 明治14年6月

堀田正養 明治14年6月 明治14年8月

森長蔵 明治14年8月 明治15年12月

岡本益道 明治15年12月 明治24年1月

辻吉亨 明治24年8月 明治31年6月

沢簡徳 明治31年6月 明治31年8月

北原雅長 明治31年8月 明治34年12月

杉本嘉兵衛 明治34年12月 明治35年4月

槇田一郎 明治35年4月 明治37年8月

山田敬正 明治37年8月 大正3年2月

戸野周二郎 大正3年3月 大正8年3月

岩田重義 大正8年3月 大正10年4月

鈴木紀二 大正10年4月 大正13年8月

佐藤久太郎 大正13年11月 大正15年12月

森岡保喜 大正15年12月 昭和4年1月

宮川宗徳 昭和4年1月 昭和8年1月

松永和一郎 昭和8年1月 昭和8年11月

岡崎栄松 昭和8年11月 昭和11年10月

工藤隆治 昭和11年10月 昭和12年12月

千葉胤次 昭和12年12月 昭和15年8月

松岡浅太郎 昭和15年8月 昭和16年9月

池園哲太郎 昭和16年9月 昭和17年9月

吉田久義 昭和17年9月 昭和18年6月

山口寛雄 昭和18年7月 昭和20年4月

沖塩正夫 昭和20年4月 昭和21年3月

鈴木万次郎 昭和21年3月 昭和22年3月



浅草区（台東区）

氏名 就任年月 退任年月

池田徳潤 明治11年11月 明治14年6月

町田今亮 明治14年8月 明治22年5月

杉本嘉兵衛 明治22年6月 明治31年6月

辰巳小次郎 明治31年6月 明治31年10月

仁杉英 明治31年10月 明治32年2月

堀親篤 明治32年2月 明治33年8月

杉本嘉兵衛 明治33年8月 明治41年6月

長岡往来 明治41年6月 明治44年8月

新居友三郎 明治44年8月 大正2年7月

山崎林太郎 大正2年7月 大正8年3月

三浦八十次 大正8年3月 大正12年2月

江馬建 大正12年2月 大正14年3月

杉梅之治 大正14年4月 昭和5年4月

田村瑞穂 昭和5年4月 昭和5年12月

池園哲太郎 昭和5年12月 昭和8年11月

神谷秀吉 昭和8年11月 昭和12年3月

筒井茂也 昭和12年4月 昭和13年12月

三宅亀吉 昭和13年12月 昭和17年9月

四方謙治 昭和17年9月 昭和18年6月

須田銓造 昭和18年7月 昭和20年12月

増田式雄 昭和20年12月 昭和21年12月

城徳次郎（区長心得） 昭和21年12月 昭和22年3月



本所区（墨田区）

氏名 就任年月 退任年月

設楽謙堂 明治11年2月 明治14年6月

伊志田友方 明治14年6月 明治18年1月

竹内節 明治18年1月 明治19年8月

太田実 明治19年8月 明治23年1月

飯島保篤 明治23年1月 明治32年2月

石井弥六 明治33年2月 明治33年5月

大胡純 明治33年5月 明治38年5月

福永岩次郎 明治38年5月 明治39年8月

溝口豊次郎 明治39年9月 明治41年6月

仁杉英 明治41年6月 明治44年6月

長岡往来 明治44年6月 大正3年7月

岡田淳司 大正3年7月 大正5年5月

霜島幸次郎 大正5年5月 大正14年11月

十時尊 大正14年11月 昭和元年12月

田村瑞穂 昭和元年12月 昭和4年1月

大堀佐内 昭和4年1月 昭和6年7月

武藤麒駛郎 昭和6年7月 昭和8年11月

万富次郎 昭和8年11月11日 昭和10年8月2日

穴沢藤作 昭和10年8月2日 昭和14年6月20日

小柏丑二 昭和14年6月20日 昭和20年12月24日

山根幸八 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

古賀野成水（区長心得） 昭和21年11月22日 昭和22年3月15日



深川区（江東区）

氏名 就任年月 退任年月

大木良房 明治11年11月 明治14年6月

森長義 明治14年6月 明治14年8月

堀田正養 明治14年8月 明治22年2月

林厚徳 明治22年3月 明治22年6月

石井弥六 明治22年6月25日 明治34年3月9日

風祭甚三郎 明治34年3月9日 明治36年12月4日

仁杉英 明治36年12月4日 明治38年8月19日

溝口鋳次郎 明治38年8月19日 明治41年6月15日

植木武彦 明治41年6月22日 大正12年3月26日

川部爽介 大正12年3月27日 大正14年8月1日

中野浩 大正14年8月1日 大正15年8月7日

伊藤治作 大正15年11月11日 昭和4年1月24日

野崎広助 昭和4年1月24日 昭和5年4月5日

田中謙吾 昭和5年4月5日 昭和5年7月5日

榛葉金吾 昭和5年7月5日 昭和7年4月15日

守屋正二 昭和7年4月15日 昭和9年6月30日

三好毅 昭和9年6月30日 昭和13年10月20日

吉田重一 昭和13年10月20日 昭和15年12月26日

河原田覚次郎 昭和15年12月26日 昭和18年7月1日

吉田久義 昭和18年7月1日 昭和19年6月30日

鈴木嘉寿一 昭和19年6月30日 昭和20年9月13日

櫻井英臣 昭和20年9月13日 昭和22年3月15日



品川区

氏名 就任年月 退任年月

工藤隆治 昭和7年10月

千葉胤次 昭和11年10月

土生文之助 昭和12年12月

鳥場密蔵 昭和14年6月

城野亀吉 昭和14年12月

安田三次 昭和17年9月

平野亀吉 昭和18年7月

吉田久義 昭和19年6月

清水照男 昭和19年10月

大野木克彦 昭和20年10月

目黒区

氏名 就任年月 退任年月

千葉胤次 昭和7年10月 昭和11年10月

大杉功 昭和11年10月 昭和13年12月

蓮田琴次郎 昭和13年10月 昭和15年8月

生田繁 昭和15年8月 昭和16年5月

武田光男 昭和16年5月 昭和18年7月

木村利夫 昭和18年7月 昭和19年6月

大屋敷与一 昭和19年6月 昭和20年12月

池田英彦 昭和20年12月 昭和21年6月

広瀬俊吉 昭和21年9月 昭和22年3月

昭和7年～22年（新市域）



荏原区（品川区）

氏名 就任年月 退任年月

増田穆 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

上田房吉 昭和8年11月2日 昭和11年11月10日

服部鶴五郎 昭和11年11月10日 昭和13年7月30日

入江操 昭和13年8月

戸室康吉 昭和14年12月

島本正一 昭和15年7月

太田利一 昭和18年7月

西谷多喜夫 昭和19年6月

梶原勝衛 昭和20年10月

大森区（大田区）

氏名 就任年月 退任年月

正木虎蔵

岡崎栄松

田淵義雄

三好毅

草間時光

堀内林平

天利新次郎

加古松太郎

河原田覚次郎

小池和七

児玉信（区長心得） 昭和21・12・1現在の東京都職員名簿に名前あり。



蒲田区（大田区）

氏名 就任年月 退任年月

戸室康吉 昭和7年10月 昭和8年11月

加藤守道 昭和8年11月 昭和11年10月

三宅亀吉 昭和11年10月 昭和13年12月

松倉恒次郎 昭和13年12月 昭和15年12月

栗田敏 昭和15年12月 昭和17年9月

増田武雄 昭和17年9月
昭和18･11･20現在の東京都職員名簿に
名前あり。

好士金之助

世田谷区

氏名 就任年月 退任年月

桜井敏雄 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

岡野民徳 昭和8年11月2日 昭和11年10月10日

加藤清七 昭和11年10月10日 昭和12年1月28日

高田賢次郎 昭和12年2月1日 昭和12年9月10日

入江操 昭和12年9月10日 昭和13年7月30日

大倉勝馬 昭和13年7月30日 昭和17年9月3日

河野光星 昭和17年9月3日 昭和20年12月24日

富田繁 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

田村保（区長心得） 昭和21年11月22日 昭和22年3月15日

山岸祐（区長心得） 昭和22年3月15日 昭和22年4月12日

昭和21・12・1現在の東京都職員名簿に名前あり。

※昭和22年の東京都職員名簿なし・昭和17年から同22年の間は区長人数・任期等正確なところは不明であ
る。



渋谷区

氏名 就任年月 退任年月

岸本千秋 昭和7年10月1日 昭和12年1月

馬場密蔵 昭和12年1月 昭和14年6月19日

田村春松 昭和14年6月20日 昭和17年9月3日

富田繁 昭和17年9月4日 昭和18年6月30日

磯村英一 昭和18年7月1日 昭和20年12月25日

中川徴二 昭和20年12月26日 昭和21年3月31日

丸山貞二 昭和21年4月1日 昭和21年11月29日

鈴木勝太郎（区長心得） 昭和21年11月30日 昭和22年3月14日

淀橋区（新宿区）

氏名 就任年月 退任年月

中野浩 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

池園哲太郎 昭和8年11月2日 昭和10年8月1日

大迫元繁 昭和10年8月2日 昭和12年12月18日

松岡浅太郎 昭和12年12月18日 昭和15年8月17日

山口重知 昭和15年8月17日 昭和17年9月3日

藤田真一 昭和17年9月3日 昭和18年6月30日

伊藤俊一 昭和18年7月1日 昭和20年6月8日

岡田昇三 昭和20年6月8日 昭和21年5月13日

本島寛 昭和21年5月13日 昭和22年2月8日

原鋲二（区長心得） 昭和22年2月8日 昭和22年3月15日

中野区

氏名 就任年月 退任年月

杉椙三 昭和7年10月 昭和8年11月

野中富三郎 昭和8年11月 昭和11年10月

加藤守道 昭和11年10月 昭和12年12月

福島正守 昭和12年12月 昭和13年12月

斎藤助昇 昭和13年12月 昭和17年9月

沖塩正夫 昭和17年9月 昭和18年7月

富田繁 昭和18年7月 昭和19年6月

山口喬蔵 昭和19年6月 昭和20年10月

皆川五郎 昭和20年10月 昭和22年4月



杉並区

氏名 就任年月 退任年月

魚井重太郎 昭和7年10月1日 昭和9年6月30日

増田穆 昭和9年6月30日 昭和13年5月9日

広田伝蔵 昭和13年5月9日 昭和14年6月20日

田中直次 昭和14年6月20日 昭和18年6月30日

山根幸八 昭和18年7月1日 昭和20年12月24日

高橋寛 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

中西龍（区長心得）

豊島区

氏名 就任年月 退任年月

井上桂 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

石森勳夫 昭和8年11月2日 昭和12年12月3日

池田魁 昭和12年12月3日 昭和14年6月20日

磯村英一 昭和14年6月20日 昭和14年12月11日

池園哲太郎 昭和14年12月11日 昭和16年9月12日

片岡輝一 昭和16年9月12日 昭和18年6月30日

山田市平 昭和18年7月1日 昭和20年6月8日

藤岡和三郎 昭和20年6月8日 昭和21年11月27日

佐佐木高勲（区長心得） 昭和21年11月27日 昭和22年3月15日

滝野川区（北区）

氏名 就任年月 退任年月

野崎庄助 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

服部鶴五郎 昭和8年11月2日 昭和11年10月15日

上田房吉 昭和11年10月15日 昭和15年8月17日

荒牧練太郎 昭和15年8月17日 昭和19年6月30日

中川成夫 昭和19年6月30日 昭和21年3月30日

中上義弘 昭和21年3月30日 昭和22年3月15日

昭和21・12・1現在の東京都職員名簿に名前あり。



荒川区

氏名 就任年月 退任年月

横山襄 昭和7年10月1日 昭和9年6月30日

田淵義雄 昭和9年7月1日 昭和13年5月8日

小島武人 昭和13年5月9日 昭和15年8月17日

田中一男 昭和15年8月17日 昭和17年9月2日

高橋寛 昭和17年9月3日 昭和20年12月23日

高見一夫 昭和20年12月24日 昭和21年11月22日

関岡賢一（区長心得） 昭和21年11月22日 昭和22年3月14日

王子区（北区）

氏名 就任年月 退任年月

高浜素 昭和7年10月1日 昭和8年11月1日

増田穆 昭和8年11月1日 昭和9年6月30日

守屋正二 昭和9年6月30日 昭和12年3月24日

早川秋一 昭和12年3月24日 昭和13年10月20日

山口重知 昭和13年10月20日 昭和15年8月17日

大谷 昭和15年8月17日 昭和17年7月7日

二宮情 昭和17年7月7日 昭和18年6月30日

中川徴次 昭和18年7月1日 昭和20年12月24日

飯田逸治郎 昭和20年12月24日 昭和21年11月27日

村田哲雄（区長心得） 昭和21年11月27日 昭和22年3月15日

板橋区（板橋区・練馬区）

氏名 就任年月 退任年月

上田房吉 昭和7年10月 昭和8年11月

中野浩 昭和8年11月 昭和9年6月

児玉益治 昭和9年6月 昭和11年10月

福島正守 昭和11年10月 昭和12年12月

渡辺徳三郎 昭和12年12月 昭和14年6月

藤原誠 昭和14年6月 昭和18年6月

河原田覚次郎 昭和18年7月 昭和19年6月

丸山貞二 昭和19年6月 昭和19年10月

竹内虎雄 昭和19年10月 昭和20年9月

鈴木嘉寿一 昭和20年9月 昭和21年3月

牛田正憲 昭和21年3月 昭和22年3月



足立区

氏名 就任年月 退任年月

吉川等 昭和7年10月 昭和8年11月

三村靏太郎 昭和8年11月 昭和13年10月

高橋之也 昭和13年10月 昭和15年8月

堀内徳太郎 昭和15年8月 昭和17年9月

山口喬蔵 昭和17年9月 昭和19年6月

正本嘉久四郎 昭和19年6月 昭和20年9月

大山雅二 昭和20年9月 昭和22年3月

向島区（墨田区）

氏名 就任年月 退任年月

鈴木紀二 昭和7年10月1日 昭和8年11月2日

竹内竹丸 昭和8年11月2日 昭和12年6月14日

杉本謙治 昭和12年7月16日 昭和13年5月9日

堀内林平 昭和13年5月9日 昭和15年10月5日

吉田久義 昭和15年10月5日 昭和16年9月12日

八塚利三郎 昭和16年9月12日 昭和18年6月30日

佐々木安隆 昭和18年7月1日 昭和19年6月30日

斎藤義家 昭和19年6月30日 昭和21年11月22日

太田秦治（区長心得） 昭和21年11月22日 昭和22年3月15日



城東区（江東区）

氏名 就任年月 退任年月

佐々木貞七 昭和7年10月1日 昭和8年3月9日

三村靍太郎 昭和8年3月9日 昭和8年11月2日

鈴木紀二 昭和8年11月2日 昭和9年6月30日

石黒良縁 昭和9年6月30日 昭和11年10月10日

小島武人 昭和11年10月10日 昭和13年5月9日

高田賢治郎 昭和13年5月9日 昭和14年6月20日

生田繁 昭和14年6月20日 昭和14年12月12日

入江操 昭和14年12月12日 昭和15年12月26日

山根幸八 昭和15年12月26日 昭和19年6月30日

丸山貞二

澤柳紀作 昭和19年6月30日 昭和20年12月24日

森伝 昭和20年12月24日 昭和21年11月27日

二瓶哲治 昭和21年11月27日 昭和22年3月15日

葛飾区

氏名 就任年月 退任年月

高橋徳太郎 昭和7年10月1日 昭和11年10月10日

蓮田琴次郎 昭和11年10月10日 昭和13年10月20日

田中一雄 昭和13年10月20日 昭和15年8月17日

田島長三郎 昭和15年8月17日 昭和17年9月2日

赤羽幾一 昭和17年9月2日 昭和18年6月30日

鹿谷義一 昭和18年6月30日 昭和20年12月13日

高橋佐久松 昭和20年12月13日 昭和22年3月15日

江戸川区

氏名 就任年月 退任年月

関野周治 昭和7年10月1日 昭和9年6月30日

矢田部美佐保 昭和9年6月30日 昭和11年10月10月

安田三次 昭和11年10月10日 昭和13年5月9日

青木春好 昭和13年5月9日 昭和17年9月2日

太田利一 昭和17年9月2日 昭和18年7月10日

春見一夫 昭和18年7月10日 昭和20年12月24日

斎藤恒助 昭和20年12月24日 昭和22年3月15日

昭和18･7･1現在の職員録、昭和18･11･20現在の東京都職員名簿に名前
あり。
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