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人口と世帯数（９月１日現在）
（　　）内は前月比

※８月11日から９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

氏名 年齢 町内会名または住所 氏名 年齢 町内会名または住所 氏名 年齢 町内会名または住所

氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所 氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所

人口 28,065人（△28）　 30,505人（△25）　計58,570人（△53）　 22,679世帯（△11）

村上地区 　
齋藤　貢 70  岩船下浜町
渡邉　倭俊 77  岩船三日市
大滝　美津江 78  赤沢
富樫　レツ 90  松山
鈴木　次江 84  岩船横新町
板垣　正春 70  肴町
稲葉　久弥 85 山辺里
遠山　金三郎 92  瀬波上町
大滝　ヨシイ 93  下渡
齋藤　次郎 89  八日市
貝沼　　明 67  久保多町
宗田　イチ 88  塩町
大場　孝一 87  松山
長　惠美子 89  緑町一丁目
天井　保子 72  山辺里
服部　君子 87  山居町一丁目
石山　光 97  山居町一丁目
田中　ヒサ 85  羽黒口
齊藤　英男 91  早川
髙橋　トヨ子 74  小町

荒川地区 　
渡邉　イヨ 94  大津
江端　熊二 89 大津
松本　静 88 佐々木

齋藤　トモ 95 山口
佐藤　堅一 59 金屋
増子　常雄 76 荒川松山
新野　満 48 梨木
長田　平 89 荒島

神林地区 　
川﨑　サダ 89 北新保
石田　幹夫 87 牛屋
田村　丑男 81 塩谷
横山　ケイ 82  下助渕
遠山　キヨミ 95 宿田
田村　フミ 72 塩谷
石栗　サキ 92 牛屋
木村　時子 76 山屋
川﨑　マス 87 塩谷

朝日地区 　
鈴木　岩松 91 小川
佐藤　太エ門 82 板屋越
鈴木　忠次 77 中原
　𠩤　滿義 84 蒲萄
小田　フミ子 97 塩野町
齋藤　和子 92  小揚
山賀　タキ 89 大須戸
中山　恭弘 92 大須戸

須貝　七衛 69 古渡路

山北地区 　
増子　キン子 89 府屋学校町
小林　喜惠 98 鵜泊
小田　百枝 74 府屋学校町
佐藤　志美 94 小俣
大滝　喜三郎 88 寒川
増子　弘子 85 岩崎
平方　正勝 55 府屋学校町

村上地区 　　
加歩 （かほ） 服部　達也 田端町
小夏 （こなつ） 尾﨑　優喜 片町
和 （のどか） 鈴木　慎太郎 片町
依蓮 （えれん） 𠮷田　優輝 堀片
輝一 （きいち） 佐藤　直貴 田端町
結友 （いと） 渡辺　俊也 杉原
咲結 （さゆ） 太田　慎也 上相川
空翔 （そらと） 吉田　邦也 田端町
心海 （ここみ） 五十嵐　俊太 加賀町
頼輝 （らいき） 板垣　浩紀 小町
翼 （つばさ） 髙木　麻美 岩船岸見寺町
蒼真 （そうま） 白澤　心弥 若葉町
笑凪 （えな） 藤田　和哉 羽黒町
楓 （かえで） 磯部　優司 山辺里
紘 （ひろ） 丸山　成臣 岩船上町
葉月 （はづき） 土井　秀樹 塩町

荒川地区 　　
陸人 （りくと） 南　好宏 切田
莉子 （りこ） 長谷川　隆之 坂町
美結 （みゆ） 小林　康弘 大津
凜乃 （りの） 小松　史哉 大津

朝日地区
心椛 （ここか） 塩原　勇樹 あけぼの
沙奈 （さな） 板垣　修 高根
真鈴 （まりん） 佐藤　慎太朗 黒田
鈴 （りん） 冨樫　悠希 あけぼの

山北地区
翔眞 （しょうま） 今　弘 勝木
陽綺 （はるき） 富樫　祐毅 上大鳥
大心 （たいしん） 加藤　天平 大毎


