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人口 29,776人（△62）　 32,357人（△30）　計62,133人（△92）　 23,024世帯（20）人口と世帯数（５月１日現在）
（　　）内は前月比

※４月11日から５月10日までの届け出です（敬称略）※保護者やご遺族などの了承を得て掲載しています
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村上地区 　
小野　文子	 85		 坪根
中山　郁也	 85		 緑町一丁目
大野　俊雄	 89		 新町
村田　義參	 79		 岩船三日市
増村　マキ	 99		 肴町
山田美代子	 96		 門前
滝波　俊子	 88		 塩町
鈴木　　綾	 90		 久保多町
鈴木　忠雄	 84		 三之町
栁川　セツ	 87		 飯野桜ケ丘
板垣　長吉	 78		 学校町
佐藤　尚英	 73		 緑町三丁目
高橋　文生	 64		 松原町四丁目
林　　文子	 83		 肴町
成田　政子	 74		 片町
川内　キソ	 99		 鋳物師
稲葉　千代	 87		 山辺里
佐藤　初子	 99		 堀片
渡邉　昭子	 86		 新町
伊藤　昭司	 89	 田端町
藤井　文雄	 74	 小国町
本間セツ子	 85	 肴町
井上　リン	 97	 馬下
岡　幸夫	 83	 庄内町
渡邉なか子	 92	 堀片
齋藤　新松	 62	 羽黒町

荒川地区 　
遠山　コウ	 83		 金屋
小林　澄子	 80	 海老江
山田チエ子	 88	 坂町

羽田　裕樹	 29	 金屋
長野トメノ	 104	 荒島
渡邊　浩三	 60	 坂町
梅津フミノ	 87	 長政
遠山　利雄	 86	 金屋

神林地区 　
川﨑　寅夫	 83	 北新保
内山　ヨネ	 89	 桃川
大嶋ミツキ	 90		 高御堂
鈴木壽美惠	 81	 上助渕
東　　秀夫	 89	 牧目
平山　清一	 82	 七湊
内山　キヨ	 95	 桃川
木村庄右衛門	 76	 平林
田中　ミナ	 80	 福田
小野　ヤイ	 96	 南田中
岸　　光子	 88	 牛屋
飴田　榮治	 89	 葛籠山

朝日地区 　
大滝　セツ	 90	 松岡
長谷部ヨコ	 77	 小川
小池　ヨシ	 91	 黒田
大滝　克哉	 43	 板屋越
木村キノエ	 92	 十川
船山　　敏	 79	 小川
渡辺マサ子	 84		 板屋越
中山　平彌	 90	 大須戸
戸田　廿好	 87	 高根
富樫作次郎	 74	 早稲田
藤田　勝雄	 75	 小川

阿部トミ子	 87	 釜杭
富樫　俊政	 82	 本小須戸
遠山ウシイ	 85	 高根
富樫　ヨ子	 97	 早稲田
菅井いわ子	 97	 古渡路
齋藤金次郎	 85	 上野
太田　新一	 85	 檜原
羽田　德繁	 90	 檜原
齋藤　ヨシ	 94	 小揚
鈴木　　力	 89	 高根
菅原　孝雄	 88	 蒲萄
井　敬子	 78	 猿沢
斉藤　仁一	 67	 黒田

山北地区 　
齋藤しげ子	 88	 下大蔵
嶋村ナカヱ	 72	 寝屋
齋藤　　武	 69	 北黒川
大滝　幸榮	 84	 塔下
平方ノリ子	 88	 府屋本町
斎藤　マリ	 73	 勝木
斎藤　芳男	 52	 下大蔵
山口　　勝	 79	 勝木
原　政子	 93	 府屋学校町
平方トラノ	 102	 岩石
齋藤　　清	 98	 越沢
平方　太一	 64	 岩石
佐藤伊勢男	 90	 小俣
佐藤千代子	 98	 伊呉野
板垣　ユキ	 82	 中継

村上地区 　　
瀬　凪	（せな）	 工藤　和也	 岩船三日市
真結子	（まゆこ）	 皆川　正志	 山居町二丁目
橙　介	（とうすけ）	 長谷川　嵩	 久保多町
瑛　斗	（えいと）	 本間　　亨	 上片町
美　來	（みら）	 加藤　純平	 杉原
朝　陽	（あさひ）	 石田　裕也	 山居町二丁目
　凜	 （りん）	 伊与部龍一	 岩船岸見寺町
咲　那	（さな）	 本間　武志	 山居町一丁目
龍之介	（りゅうのうすけ）	石附　　剛	 瀬波新田町
芽　生	（めい）	 船山　勇樹	 加賀町
いお璃	（いおり）	 平山　友弥	 堀片
昊　來	（ここ）	 市岡　賢啓	 松原町三丁目
悠　利	（ゆうり）	 梁　　勇基	 天神岡
穂乃花	（ほのか）	 佐藤　　隆	 新町
蘭　奈	（らな）	 佐藤　明友	 石原
荒川地区 　　
心　悠	（こはる）	 宮嶋　勇輔	 坂町駅前
　蒼	 （あお）	 佐藤　拓郎	 田島

瑠　桜	（るら）	 長谷川弥紀	 田島
純　菜	（じゅんな）	 渡辺　和樹	 坂町
陽　向	（ひなた）	 阿部　将人	 藤沢
芙　羽	（ふわり）	 齋藤　　昴	 坂町
神林地区 　　
彩花里	（あかり）	 鈴木　健司	 有明
見　織	（みおり）	 八藤後和男	 上助渕
彩　葉	（いろは）	 小林　昌彦	 牛屋
朝日地区 　　
航　介	（こうすけ）	 菅原　康明	 岩沢
さ　や		 佐藤　　聡	 古渡路
　杏	 （あん）	 齋藤　　卓	 小揚
愛　絃	（あいと）	 太田　聖志	 檜原
　廉	 （れん）	 横山　智之	 布部
山北地区 　　
茉　千	（まち）	 富樫　知之	 府屋本町
琴　花	（ことは）	 五十嵐和俊	 朴平
紬　希	（つむぎ）	 斎藤　純也	 寒川


