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人口 29,694人（△24）　 32,256人（△44）　計61,950人（△68）　 22,972世帯（△15）人口と世帯数（７月１日現在）
（　　）内は前月比

※６月11日から７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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おくやみ 
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村上地区 　
吉田ヒサノ	 84		 緑町二丁目
瀬賀　忠行	 72		 下相川
本間　善 	 93		 早川
板垣　信雄	 85	 八日市
三條已津雄	 87		 岩船上浜町
富樫スエノ	 91		 南町二丁目
磯部　國一	 84		 長井町
忠　　留吉	 69		 南町二丁目
宗田　トヨ	 89		 塩町
瀨賀　愛子	 80		 菅沼
鈴木ツカヨ	 93		 仲間町
細野　　功	 87		 瀬波新田町
本間　俊昭	 59		 新町
佐久間　安	 91		 岩船縦新町
淺野富美子	 90		 山居町一丁目
中原　久馬	 84		 羽黒口
髙坂　俊春	 76		 八日市
工藤マツヨ	 100		 八日市
大德　ハル	 98	 岩船岸見寺町
加治　次彦	 77	 岩船上町
髙橋イチノ	 91	 門前
横田　敬吾	 83	 岩船上大町
木村　八重	 89	 松山

荒川地区 　
小池　伸治	 57		 金屋
阿部　収平	 83	 春木山
金子　仁郎	 82	 佐々木
小柳トモエ	 84	 坂町
齋藤　貞子	 85	 坂町
伊藤　昭平	 83	 前坪団地
伊藤　良一	 65	 坂町
冨樫　　靖	 84	 切田
小川　昭治	 62	 海老江
齋藤ムツヱ	 90	 鳥屋

神林地区 　
津島　國雄	 70		 松喜和
瀬賀　タミ	 92	 塩谷
川﨑　チヨ	 93	 北新保
川㟢　ツヱ	 95	 北新保
内山　テイ	 90	 桃川
矢田　俊司	 68		 葛籠山
敦賀　光子	 78	 塩谷
田中　利二	 84	 福田
菅原　妙子	 88		 殿岡
木村　　勇	 83	 山屋
田島　　弘	 83	 飯岡

佐藤　　勇	 90	 川部

朝日地区 　
中山　信子	 92	 笹平
菅井　淺吉	 95	 古渡路
五十嵐吉二	 75	 上中島
太田エイ子	 77	 檜原
鈴木マツイ	 86	 中原
板垣トメノ	 90	 高根
佐藤カズ子	 89		 布部
佐藤　タケ	 89	 関口
遠山庄平衛	 81	 上野
本間　　睦	 89	 下新保
小池　吉彦	 70	 黒田
小池　トイ	 93	 黒田
須貝マツエ	 87	 古渡路

山北地区 　
佐藤　長美	 78	 伊呉野
本間　勇美	 93	 府屋学校町
加藤　ハツ	 87	 大毎
齋藤　惠子	 86	 寒川
加藤　倉三	 87	 遠矢崎
本間　新平	 81	 北赤谷

村上地区 　　
　翼	 （つばさ）	 伊藤　　肇	 三面
心　羽	（ここは）	 小野寺正樹	 塩町
瑛　士	（えいし）	 平山　　篤	 田端町
綾　汰	（あやた）	 松浦　直樹	 若葉町
蒼　央	（そお）	 斎藤　　厚	 新町
そ　よ		 阿部賢太郎	 大欠
梨　心	（りこ）	 室橋　一真	 若葉町
千　鶴	（ちづる）	 水口　剛志	 山居町一丁目
帆　那	（はんな）	 山本　健太	 堀片
　旭	 （あさひ）	 佐藤　友晴	 山居町二丁目
　湊	 （みなと）	 山上　　勝	 田端町

荒川地区 　　
心乃美	（このみ）	 滝沢　優太	 藤沢

瑛　菜	（えな）	 森　　弘行	 坂町
航　佑	（こうすけ）	 室本　篤志	 荒屋
千　愛	（せら）	 遠山　大輔	 長政
羽　優	（はゆ）	 山田　卓也	 坂町
陽　太	（ひなた）	 井上　広樹	 山口

神林地区 　　
芽　郁	（めい）	 増田　潤一	 牧目

朝日地区 　　
　源	 （げん）	 富樫　　潤	 早稲田
大　翔	（ひろと）	 鈴木雄一郎	 猿沢
歩乃果	（ほのか）	 松田　隆良	 布部

山北地区 　　
沙　英	（さえ）	 渡辺　貴裕	 府屋駅前通




