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人口と世帯数（10月１日現在）
（　　）内は前月比

※９月11日から10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 28,054人（△11）　 30,450人（△55）　計58,504人（△66）　 22,662世帯（△17）

村上地区 　
大滝　トシヱ 90  飯野二丁目
河野　チヨ 93  瀬波上町
山田　昭雄 83  小国町
藤井　明美 45  松原町一丁目
渡邉　京子 86  岩船下浜町
鈴木　ヨシ子 89  岩船三日市
大滝　正次 91 石原
益田　ゆき 73  長井町
劒　キミ 89  瀬波新田町
市川　光枝 75  大欠
中村　カツコ 84  羽黒口
鈴木　安三 88  岩船中新町
伊藤　アキ子 84  小谷
遠山　久美 42  松山
戸谷田田鶴子 86  鍛冶町
五十嵐由美子 80  間島
菅原　アキラ 97  大関
小野寺　ヒサ 85  松波町
村山　貞 90  岩船上大町
原　勝 62  野潟
長　昭二郎 92  緑町一丁目
伴田　トクイ 99 岩船上町
脇川　宣子 86  岩船上浜町
佐藤　一國 96  岩船下大町
神丸　保男 91  岩船三日市
菅井　清市 82  石原

島田　幸子 89  学校町

荒川地区 　
寺社　イミ子 82  野口
田中　フミ 89 下鍜冶屋
佐藤　潤 47 藤沢
森　ノヱ 82 梨木
相馬　ハツイ 87 大津
遠山　茂代 83 金屋
小池　文夫 79 大津
大矢　春三 86 下鍜冶屋
松田　均 71 坂町
近藤　ミツ 95 金屋

神林地区 　
大矢　儀益 83 南大平
五十嵐　イツ 99 葛籠山
板垣　トヨ 96 殿岡
石田　チヨ 89  殿岡
佐藤　サダ 94 福田
佐藤　七雄 88 松喜和
石田　直子 66 牛屋
鈴木　信一 92 上助渕
木村　一衛 93 平林

朝日地区 　
中山　惣一 63 大須戸

本間　己知子 94 岩沢
中山　ヨミ 85 大須戸
貝沼　ウメ子 94 岩沢
鈴木　信幸 61 中原
桐生　キク子 93  熊登
髙橋　ヒサ 91 十川
冨樫　眞 87 関口
佐藤　正春 78 板屋越
大滝　トモイ 94 松岡
板垣　フミエ 97 新屋
須貝　カノイ 99 古渡路
園部　治一 82 関口
髙橋　房子 93  十川
遠山　莊平 88 高根
本間　久子 88 布部
板垣　成子 83 上中島

山北地区 　
菅原　常好 68 板貝
齋藤　マキ 90 北黒川
本間　シゲ 90 桑川
斎藤　鶴惠 99 寒川
本間　三郎 74 大谷沢
本間　ヨキ 86 笹川
大滝　富一 84 中浜

村上地区 　　
結菜 （ゆな） 鈴木　義人 日下
瑠一 （るい） 関根　一典 肴町
柚希 （ゆずき） 松苗　美奈子 杉原
理茉 （りま） 加藤　大輔 大欠
心空 （とあ） 阿部　祐樹 塩町
風龍 （ふうと） 石栗　龍司 山辺里
紬 （つむぎ） 池田　大輔 菅沼
彩華 （いろは） 太田　聖志 山辺里
磨夜 （まや） 菅原　淳矢 山居町二丁目
颯 （りく） 斎藤　拓哉 杉原
優雅 （ゆうが） 近藤　健太 大欠

荒川地区
奏太 （そうた） 髙橋　真徳 下鍜冶屋
絢人 （あやと） 磯部　由弥 下鍜冶屋
莉菜 （りな） 平田　貴大 荒川松山

明紗 （めいさ） 冨樫　智徳 坂町
神林地区 　　
紗良 （さら） 星野　親 小出
瑠愛 （るあ） 川﨑　達彦 北新保
海李 （かいり） 佐藤　尚輝 川部
禅人 （ぜんと） 忠　将人 指合

朝日地区
新空 （わく） 齋藤　新 岩沢
京悟 （けいご） 田巻　峻 鵜渡路
璃晏 （りあん） 増子　樹生 岩沢

山北地区
湊士 （そうじ） 板垣　徳孝 越沢


