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人口と世帯数（11月１日現在）
（　　）内は前月比

※10月11日から11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 27,998人（△56）　 30,382人（△68）　計58,380人（△124）　 22,622世帯（△40）

村上地区 　
阿部　一子	 97		山辺里
楠田　義廣	 90		学校町
髙山　幸四郎	 94		新町
瀬賀　富子	 91		岩船上大町
三須　綠	 84		岩船下浜町
髙橋　ミ子	 90	 泉町
白石　静雄	 57		三之町
本間　冨太郎	 85		山居町二丁目
鈴木　昭夫	 69		久保多町
鍋倉　ハツエ	 95		袋
鈴木　三男	 77		瀬波新田町
榎本　鉱二	 88		石原
髙橋　ヨシ	 94		泉町
小嶋　和夫	 91		瀬波中町
榎本　スゞ	 91		松原町四丁目
建部　　子	 87		幸町
一箭　洋子	 84		安良町
髙橋　武司	 89		大工町
川村　朗	 86		下山田
伊　　ヨキ	 89		松山
遠山　萬里	 86	 鍛冶町
近田　均	 73	 庄内町
渡邉　善男	 81	 岩船地蔵町
山田　元明	 86	 門前
高橋　克実	 56	 塩町
勝見　キソ	 100	 久保多町
稲葉　衛	 86	 岩船上大町
渡邉　實	 90	 塩町
鈴木　コト	 86	 山辺里
池田　順子	 82	 菅沼
志田　清	 91	 杉原

齋藤　伸彦	 67	 南町二丁目
板垣　幸男	 95	 山居町一丁目
川村　ミヨ	 89	 下山田
小川　ツヤ	 94	 新町
鈴木　幸子	 90	 飯野桜ヶ丘
田中　宗一郎	 71	 山居町二丁目
東海林トキ子	101	 岩船下浜町
伴田　勝雄	 76	 八日市
　海　寿則	 71	 石原
坂野　吉代	 94	 大欠
髙橋　儀昭	 74	 岩船上浜町

荒川地区 　
冨樫　豊司	 74		山口
小島　誠	 50	 山口
井上　祐吉	 88	 春木山
松田　劼	 95	 坂町
齋藤　秋雄	 71	 貝附
齋藤　ジュン	 88	 坂町駅前
小野　省吾	 93	 切田
東海林　チウ	 90	 佐々木
加藤　勤次	 87	 羽ヶ榎

神林地区 　
天井　昭三	 89	 七湊
木村　弘	 84	 平林
小野　柾四郎	 79	 岩船駅前
瀬賀　トミ	 87		塩谷
田村　クニ	 86	 塩谷
髙橋　ミナイ	 94	 下助渕
石田　茂一	 80	 牛屋
遠山　ヒロイ	 99	 宿田

齋藤　トミ	 86	 南田中
齋藤　ヒサ	 91	 川部
加賀　勇	 70	 有明
髙橋　テイ	 82	 岩船駅前
忠　茂	 87	 指合
藤田　　三	 87	 上助渕
野澤　奥太郎	 86	 塩谷

朝日地区 　
板垣　和雄	 82	 上中島
岩澤　政弘	 88	 中原
髙野　耕之伸	 64	 朝日中野
丹　嘉久	 87	 布部
佐藤　トヨ	 89	 石住
中山　コウ	 93		大須戸
志田　愛	 95	 鵜渡路
小田　靜子	 91	 塩野町
大場　千春	 88	 岩沢
本保　トヨ	 99	 布部
中山　サチ子	 78	 大須戸
太田　安助	 77	 檜原

山北地区 　
本間　幸作	 89	 温出
大滝　甲	 92	 北黒川
阿部　儀井	 86	 堀ノ内
佐藤　昭二	 93	 北中

村上地区 　　
暖叶	 （はるか）	 余語　寛之	 山辺里
波空	 （はく）	 大滝　治夫	 杉原
碧	 （あおい）	 菅原　淳史	 岩船上町
優結	 （ゆう）	 荒井　竜也	 鍛冶町
新	 （あらた）	 藤井　智哉	 田端町
蒼都	 （あおと）	 佐藤　翔太	 松原町三丁目
遥稀	 （はるき）	 初瀬　拓也	 岩船新田町
絢斗	 （あやと）	 太田　睦基	 南町二丁目
実琴	 （みこと）	 小田　多紀雄	 岩船縦新町

荒川地区
央都	 （おと）	 蓮池　伸也	 下鍜冶屋

絢斗	 （けんと）	 山口　友規	 大津
心采	 （こと）	 遠山　雄基	 藤沢
萌子	 （めいこ）	 井関　隆博	 坂町
憲之助	（けんのすけ）	石井　英和	 荒屋

神林地区 　　
瑞季	 （みずき）	 永田　健	 上助渕
更織	 （さおり）	 八藤後　和男	 上助渕
佳音	 （かのん）	 小川　明嘉	 牧目

朝日地区
伊織	 （いおり）	 長谷部　忍	 小川


