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人口と世帯数（３月１日現在）
（　　）内は前月比

※２月11日から３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 27,876人（－33）　 30,214人（－39）　計58,090人（△72）　 22,541世帯（△20）

荒川地域 　
金子　寅雄	 73		佐々木
時田　セツ	 94	 中野
磯部　スミ	 93	 下鍜冶屋
遠山　冨一	 80	 海老江
遠山　美佐子	 69	 金屋
藤原　イト	 95	 下鍜冶屋
冨樫　リク	 94	 切田
鈴木　新太郎	 80	 貝附
佐藤　由美子	 60	 藤沢

神林地域 　
板垣　四郎	 94	 殿岡
山田　與四郎	 83	 有明
平山　よしい	 92	 七湊
小池　武	 71		平林
木村　日出雄	 78	 山屋
渡邉　留子	 95	 有明
長谷部アキイ	 96	 牛屋
大矢　和夫	 69	 南大平
中村　福次	 80	 塩谷
小川　春美	 71	 牧目

朝日地域 　
渋谷　俊男	 70	 原小須戸
相馬　キクノ	102	 早稲田
小林　フミ子	 87	 朝日中野

小田　ミサ	 94	 塩野町
板垣　吉司郎	 86	 上中島
佐藤　セツ	 83		布部
熊谷　チセ	 86	 朝日中野
山賀治左エ門	 93	 小須戸
富樫　ミサオ	 92	 本小須戸
長谷川　トキ	 91	 大場沢

山北地域 　
齋藤　フミ	 95	 北黒川
田中　信	 87	 府屋駅前
齋藤　和子	 93	 勝木
渡邉　武志	 80	 脇川
加藤　ミツ子	 90	 板屋沢
富樫　惠美子	 77	 寝屋
本間　トモ子	 76	 寝屋
菅原　カ子ヨ	100	 板貝
齋藤　優子	 79	 北黒川
竹田　幸太	 34	 府屋本町
齋藤　ミチ	 98	 北中
田宮　イサ子	 86	 小俣

村上地域
愛葵	 （ひまり）	 二ノ瀬　拓也	 門前
琉衣	 （るい）	 佐藤　明友	 杉原
結仁	 （ゆいと）	 山本　悠太	 山居町二丁目
叶泰	 （かなた）	 横山　旭	 山辺里
楓	 （かえで）	 田中　紘希	 山辺里
凜碧	 （りりあ）	 望月　涼太	 岩船岸見寺町
芽依	 （めい）	 菅原　翔	 山居町一丁目
春琉	 （はるる）	 船田　武	 大欠

荒川地域
志帆	 （しほ）	 小柳　輝	 下鍜冶屋
隆之介	（りゅうのすけ）	大島　翼	 下鍜冶屋
陽	 （ひなた）	 小島　優	 山口
梛凰	 （たお）	 大倉　響	 金屋
心暖	 （こはる）	 小川　友也	 長政

神林地域
花凛	 （かりん）	 小田　翔太	 山屋
琴巴	 （ことは）	 遠山　大樹	 宿田

朝日地域
知亜	 （ともあ）	 渋谷　洋輔	 原小須戸
絵菜	 （えな）	 小田　英幸	 塩野町
柊登	 （しゅうと）	 本間　秀彰	 早稲田
柚季	 （ゆずき）	 相馬　幸博	 早稲田
潤	 （じゅん）	 板垣　祐大	 高根
柊南	 （ひなみ）	 本間　貴裕	 布部

山北地域 　
紬木	 （つむぎ）	 大滝　航	 塔下

村上地域 　
瀧波　イミ	 90		山居町一丁目
富樫　アヤコ	 86		若葉町
冨樫　昭松	 90		鍛冶町
板垣　清	 98		山居町一丁目
太田　カメ子	 92		田端町
遠山　信夫	 75	 飯野三丁目
菊地　宏平	 79		田端町
齋藤　武	 88		南町二丁目
熊倉　吉藏	 89		門前
伊藤　イツ	 93		瀬波上町
瀨賀　キミエ	 91		鋳物師
星野　ノブ	 97		山辺里
上村　市郎	 99		山居町一丁目
富樫　忠利	 80		新町
太田　進治	 88		馬下
布川　セキ	 90		新町
川村　雄一	 89		飯野二丁目
青山　三子	 65		山辺里
川村　甚四郎	 63		下山田
瀧波　葊吉	 87		飯野三丁目
山田　ミキ	 96	 門前
竹内　經	 73	 山居町一丁目
中村　春治	 90	 山辺里
阿部　繁	 91	 間島
本間　秀一	 65	 上町
五十嵐　ミチ	100	 大月


