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村上地区
茜里（あかり）	 細野　智史	 松原町一丁目
緋斗（あけと）	 五十嵐　愛	 仲間町
仁湖（にこ）	 井上　大介	 山辺里
空祐（こう）	 内山　道太	 緑町一丁目
純可（すみか）	 小嶋　大輔	 加賀町
慎利（しんり）	 船山　勇樹	 加賀町
士紋（しもん）	 長谷川　潤	 塩町
陽依（ひより）	 池田　優哉	 塩町
栞鳳（しおん）	 石附　剛	 瀬波新田町
彰人（あきと）	 菅原　龍太	 鍛冶町
悠生（ゆうせい）	 相馬　光	 塩町
碧（あお）	 髙井　那弥	 山辺里

荒川地区
陽斗（はると）	 近藤　秀人	 金屋

紬（つむぎ）	 金子　充	 佐々木
航介（こうすけ）	 齋藤　豊	 坂町
笑梛（えな）	 金子　昂弘	 佐々木

神林地区
梨凛羽（りりは）	 羽馬　駿	 里本庄
朱里（あかり）	 柏櫓　亘	 塩谷

朝日地区
航（こう）	 岡田　修平	 十川
碧映（あおば）	 佐藤　直樹	 黒田

山北地区
優心（ゆうしん）	 富樫　魁斗	 寝屋
沙彩加（さやか）	 佐藤　優樹	 立島

村上地区
髙崎　ミサ	 85	 瀬波温泉二丁目
本保　顯雄	 83	 岩船上浜町
吉村　啓吾	 78	 緑町二丁目
川村　富子	 82	 下山田
小川　トメ	 90	 下相川
小野　ヨシ	 88	 柏尾
中村　洋子	 83	 山辺里
石井　カネ	 97	 新町
細野　誠	 65	 羽下ケ渕
田村　友三郎	 85	 山辺里
太田　正樹	 67	 田端町
横井　一義	 89	 久保多町
田嶋　三郎	 86	 三之町
大滝　ナヲ子	 85	 山辺里
本間　サチ	 78	 松原町四丁目
小池　春吉	 86	 瀬波温泉二丁目
瀬賀　サキ	 94	 菅沼
近　宇榮太	 79	 南町二丁目
長谷川　キヨ	 92	 松波町
髙野　長一郎	 80	 瀬波中町
小田　ツヤ子	 80	 八日市
本間　武	 91	 岩船上浜町
原田　愛子	 88	 塩町
大滝　喜榮子	 85	 下相川
大滝　フミ	 92	 庄内町
髙橋　祐作	 84	 加賀町

船山　昭一	 90	 久保多町
小田　巳津也	 73	 羽黒町
鈴木　二郎	 83	 松原町三丁目
東海林　久一	 85	 瀬波温泉二丁目

荒川地区
阿部　純二	 93	 春木山
髙橋　弘道	 77	 名割
佐藤　恵子	 78	 下鍜冶屋
松田　シズ	 89	 藤沢
小林　順子	 65	 大津
金子　智之	 54	 佐々木
藤田　キミ	 96	 山口
横野　巖	 83	 山口
髙田　フミ子	 88	 荒川松山
齋藤　義則	 82	 山口
皆川　ミツイ	 95	 坂町駅前

神林地区
竹内　源之助	 94	 新飯田
遠山　五一郎	 81	 宿田
三須　喜三郎	 89	 宿田
鈴木　春雄	 88	 牛屋
佐藤　末作	 84	 松喜和

朝日地区
髙橋　智子	 93	 猿沢

斎藤　ミツイ	 93	 岩沢
木ノ瀬基平太	 47	 新屋
海沼　日出夫	 68	 関口
相馬　キノエ	 86	 高根
冨樫　誠二	 58	 上野
石田　文雄	 92	 宮ノ下
齋藤　典治	 91	 小揚
杉山　千代子	 69	 新屋
髙橋　亮治	 75	 猿沢
阿部　則	 86	 朝日中野
本間　克明	 82	 中新保
室本　昭一	 71	 下中島
中山　千代美	 75	 大須戸
丹　ユミ子	 82	 布部
菅井　繁治	 88	 小川

山北地区
本間　弘	 79	 寝屋
富樫　タカ子	 89	 塔下
富樫　アイ子	 95	 堀ノ内
原　ユキ	 96	 板貝
富樫　博康	 66	 府屋学校町
池田　年男	 72	 下大蔵
小田　キク	 96	 荒川口
齋藤　ハツイ	 89	 越沢

※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

人口と世帯数（12月1日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,417人（△49） 30,898人（△36） 計59,315人（△85） 22,706世帯（△12）


