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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

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 27,965人（△33）　 30,335人（△47）　計58,300人（△80）　 22,594世帯（△28）

村上地域 　
本間　固志	 81		早川
小杉　武	 86		長井町
渡邉　トミ	 95		瀬波浜町
須貝　征幸	 79		瀬波上町
前田　敏子	 82		上片町
冨樫　キイノ	 93	 若葉町
小林　政行	 74		瀬波新田町
伊藤　サチ	 82		肴町
東　丈二	 53		松山
堀井　ヒサ子	 85		新町
長谷部　定雄	 89		早川
三浦　國子	 84		吉浦
栗山　鋼二	 89		堀片
島田　榮子	 90		岩船下浜町
小田　和英	 74		学校町
横田　フミエ	 85		岩船上町
鈴木　セン	 88		肴町
山田　フミ	 97		門前
瀬賀　 	 82		新町
横田　登美子	 95		学校町
五十嵐　巧	 59	 松原町二丁目
藤井　利	 78	 鍛冶町
山𥔎　 志	 83	 三之町
菅原　ソノエ	 99	 赤沢

荒川地域 　
佐藤　明雄	 80		大津

齋藤　アサ子	 88	 佐々木
阿部　カツ子	 82	 大津
遠山　ヨキ	 102	 海老江
皆川　キミ	 88	 藤沢
水澤　サツ	 91	 名割
髙橋　スズエ	 98	 大津

神林地域 　
佐藤　嘉津子	 91	 桃川
平山　モト	 96	 今宿
大矢　忠 	 99	 南大平
大倉　松男	 73		松喜和
渡邉　秀子	 71	 河内
小野　俊一	 71	 南田中
櫻井　チイ	 100	 平林
増田　正明	 51	 塩谷
阿部　勉	 85	 松沢
近　トリ子	 95	 山田
磯部　ミヤ	 89	 九日市

朝日地域 　
髙橋　喜一	 62	 中新保
佐藤　靜	 86	 鵜渡路
大滝　フチイ	 92	 上野
大竹　弘好	 56	 蒲萄
飯沼　ウメノ	 88	 岩沢
川瀨　秀子	 83		蒲萄
山賀　小夜子	 55	 本小須戸

志田　進	 70	 上野
小田　吉男	 71	 下新保
阿部　テツ	 82	 上野
大滝　角衛	 102	 荒沢
菅原　裕子	 86	 岩沢
秋山　千代	 93	 原小須戸
遠山　ミハル	 98	 高根
遠山　チエ	 93	 高根
丹田　一	 88	 布部
遠山　マスミ	 91	 高根

山北地域 　
齋藤　勝次	 97	 寝屋
板垣　正子	 68	 遅郷
本間　常男	 65	 鵜泊
平方　重三	 86	 岩石
平方　美惠子	 96	 府屋本町
原　滿

巫女藤

須子	 99	 中継
齋藤　晟弥	 79	 勝木
富樫　又一	 92	 荒川
小野　喜志子	 84	 北中

村上地域
環奈	 （かんな）	 河内　崇志	 片町
涼	 （りょう）	 伴田　渉	 松原町二丁目
維斗	 （いと）	 中島　賢志	 南町二丁目
七紬	 （なつ）	 渡邉　司	 加賀町
悠	 （ゆう）	 菅原　航	 鍛冶町
青空	 （そら）	 貝沼　孝浩	 飯野桜ヶ丘
諒空	 （りく）	 冨樫　誠	 学校町
悠心	 （ゆうしん）	 川𥔎　勝弘 瀬波中町
椋間	 （りょうま）	 𠮷田　博志 瀬波温泉二丁目
雪月	 （せつき）	 富樫　雅貢	 塩町

荒川地域
柚希	 （ゆずき）	 中村　貴遠	 藤沢
詞音	 （ふみと）	 織田　拓磨	 藤沢
妃奈乃	（ひなの）	 山田　薫	 坂町
朔	 （さく）	 舟山　直人	 下鍜冶屋

神林地域
樺乃	 （かの）	 遠山　定明	 宿田
湊斗	 （みなと）	 横山　群	 下助渕
愛菜	 （あいな）	 川𥔎　晶弘 松喜和
楓	 （かえで）	 坂本　大	 有明

朝日地域
隼太	 （はやた）	 本間　佳史	 岩崩
昴	 （すばる）	 佐藤　吏	 岩沢

山北地域
結椛	 （ひとか）	 伊藤　一	 浜新保


