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人口 29,504人（△26）　 32,076人（△47）　計61,580人（△73）　 22,924世帯（△１）人口と世帯数（12月１日現在）
（　　）内は前月比

※11月11日から12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 　
藤田　　工	 87		 小町
五十嵐庄一	 82		 庄内町
菅原與左衛門	 90		 瀬波上町
髙橋　留吉	 70		 上の山
青山　良子	 63		 飯野三丁目
松井　峰子	 83		 二之町
伴田　　幸	 87		 岩船下大町
山貝　榮治	 91		 小国町
五十嵐柳子	 71		 田端町
太田　克己	 65		 早川
相馬　正幸	 42		 羽黒口
富樫　弘子	 74		 中川原団地
細野　和子	 89		 瀬波新田町
児玉　泰一	 78		 塩町
長谷部惠美	 86		 早川
横山　政春	 83		 瀬波上町
伊藤　キン	 85		 飯野一丁目
稲垣　幸一	 86		 三之町
髙橋　平吉	 76	 泉町
小田　喜介	 84	 南町二丁目
松田　ミイ	 87	 坪根
大井ミツ子	 70	 山辺里
相馬多津子	 88	 羽下ケ渕
小池　功二	 81	 八日市
齋藤　文彦	 78	 山居町二丁目
本間　久作	 88	 浜新田
大倉　義一	 71	 早川
冨樫　忠助	 72	 中川原団地
平山　チヨ	 96	 飯野一丁目

瀬賀敬次郎	 88	 菅沼
三浦喜久男	 83	 吉浦
田村　忠治	 80	 緑町二丁目
瀨賀　義子	 75	 大月
荒川地区 　
石山カネイ	 90	 藤沢
長田　久夫	 88	 坂町
江端　むつ	 85	 大津
齋藤ヒロイ	 94	 坂町
阿部　静男	 81	 下鍜冶屋
渡邊ヨシイ	 84	 両新
磯部　ミキ	 91	 荒島
渡邊　信吾	 83	 坂町駅前
水澤　二郎	 92	 名割
瀨水　　曻	 88	 坂町駅前
齋藤　リユ	 98	 藤沢
井上　ヨイ	 93	 上鍜冶屋
國井　　森	 89	 羽ヶ榎
神林地区 　
坂内　サイ	 94	 宿田
佐藤　　稔	 81	 小出
磯部　三枝	 99	 里本庄
平山　勇𠮷	 95 今宿
佐藤　伸吾	 85		 松沢
中原　作雄	 69	 塩谷
石田　タキ	 90	 牛屋
野澤　幾吉	 88		 塩谷
平山　武 	 95		 大塚
髙橋　髙一	 90		 小口川
伊藤　ミイ	 88	 小出

瀬賀　安一	 87	 塩谷
朝日地区 　
木ノ瀨マス子	 80	 新屋
齋藤　キエ	 90	 小揚
髙橋　越男	 67	 猿沢
佐藤　正堅	 76	 関口
田村　和夫	 86	 十川
太田　ミヨ	 91	 檜原
小田　トモ	 92	 塩野町
渡部　清吾	 76	 高根
島田　松男	 94		 下新保
菅原　瑞子	 88	 新屋
石田佐治衛門	 75	 古渡路
鈴木　睦子	 83	 中原
島田　茂雄	 86	 下新保
貝沼　二郎	 85	 堀野
佐藤　秀二	 87	 寺尾
山北地区 　
冨樫紀六子	 77	 府屋本町
加茂　兵造	 88	 温出
加藤　幸吾	 85	 大毎
富樫　芳文	 80	 府屋学校町
板垣ヨシ子	 94	 中継
本間　　強	 63	 大沢
本間　德松	 95	 北赤谷
平方德次郎	 92	 岩石
富樫ハナエ	 89	 府屋学校町
富樫　久治	 76	 塔下

村上地区 　　
銀　志	（ぎんじ）	 小川　昂志	 肴町
乃々華	（ののか）	 宗形　　勝	 山辺里
千　歳	（ちとせ）	 菅原　龍太	 鍛冶町
想　佑	（そうすけ）	 板垣　　剛	 松原町一丁目
乙　未	（つぐみ）	 富樫　勇輝	 上の山
里　紗	（りさ）	 田島　弘隆	 天神岡
　凜	 （りん）	 髙橋　慶彦	 天神岡
雄　成	（ゆうせい）	 佐藤　孝雄	 泉町
侑　馬	（ゆうま）	 大倉　　晃	 小国町
桃　奈	（ももな）	 山口　秀樹	 緑町三丁目
紗　彩	（さや）	 木村　武志	 瀬波中町
荒川地区 　　
佑　奈	（ゆうな）	 鈴木　正和	 下鍜冶屋
礼　佳	（らいか）	 磯部グレン・スティーブン	 坂町

佳　和	（けいわ）	 松村　峰幸	 坂町
結　暖	（ゆの）	 大平麻莉子	 大津
響　希	（ひびき）	 𡈽屋　拓巳	 坂町駅前
神林地区 　　
悠　馬	（ゆうま）	 齋藤　拓也	 松喜和
紗　佑	（さゆ）	 板垣　　孝	 殿岡
　柊	 （しゅう）	 村田　達哉	 河内
朝日地区 　　
誠二朗	（せいじろう）	横井　　斎	 下新保
　燈	 （あかし）	 大滝　勝彦	 板屋越
泰　士	（たいし）	 長谷部正人	 小川
創　士	（そうし）	 長谷部正人	 小川
結　奈	（ゆいな）	 鈴木　洋介	 中原
真　音	（しおん）	 大滝　　満	 蒲萄


