
人口と世帯数（８月１日現在）
（　　）内は前月比

※７月11日から８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 27,595人（−38）　 29,874人（−38）　計57,469人（△76）　 22,486世帯（△16）

荒川地域
佐藤　丈司	 85	 山口
磯部　タマノ	 92	 坂町
鈴木　ヨネ	 94	 貝附
松田　昭平	 84	 坂町
南條　久枝	 89	 大津
石山　フミ子	 93	 貝附
大沼　シユ	 94	 荒島
佐藤　春枝	 72	 中倉
松本　孝平	 72	 佐々木
渡邊　千江	 87	 下鍜冶屋
河内　勇	 70	 前坪団地

神林地域
中村　タキ	 90	 上助渕
内山　優一	 67	 桃川
大嶋　滿夫	 81	 平林
遠山　キヨ子	 83	 宿田
杉上　正英	 70	 葛籠山
野澤　順一	 84	 塩谷
佐藤　トシ	 88	 桃川
加藤　栄	 65	 下助渕
伊藤　正行	 71	 有明
岸　トミイ	 89	 北新保
佐藤　秋八	 83	 宿田
小池　春久	 74	 湯ノ沢

朝日地域
板垣　ヤヨイ	 91	 高根
菅𠩤　マサミ 97 蒲萄
鬼𠩤　兵一 96 猿沢
藤田　榮	 85	 小川
内山　イト子	 96	 布部
菅原　利美	 71	 蒲萄
冨樫　正二	 87	 本小須戸
大滝　明枝	 75	 松岡
冨樫　ミヤ子	 63	 関口
小田　タマ子	 80	 猿沢
中山　利一郎	 93	 大須戸
齋藤　サチ	 90	 小揚

山北地域
加藤　正明	 92	 大毎
青木　サツ子	 82	 府屋学校町
加藤　敏春	 78	 長坂
佐藤　トラノ	 95	 堀ノ内
本間　マサ子	 90	 桑川
齋藤　聡子	 48	 勝木
小田　 明	 89	 北中
東海林キシ子	 78	 中継
遠藤　鹿之助	 93	 大代
大滝　重藏	 84	 堀ノ内
秋葉　和子	 90	 府屋学校町

村上地域
夏帆	 （なほ）	 斎藤　辰也	 久保多町
凛太朗	（りんたろう）	 本間　隆史	 瀬波上町
茉莉	 （まつり）	 髙橋　悟	 山居町二丁目
蘭一斗	（らいと）	 大越　竜也	 松原町二丁目
夏紬	 （なつぐ）	 五十嵐　龍平	肴町
紗愛弥	（さあや）	 宮下　直人	 南町二丁目
風天	 （ふうま）	 髙橋　賢俊	 上の山
理結	 （りゆ）	 中沢　勇人	 新町

荒川地域
怜南	 （れな）	 長谷川　順哉	十文字
湊介	 （そうすけ）	 千葉　大貴	 坂町

慶一郎	（けいいちろう）	佐藤　隆一郎	金屋
花和	 （かんな）	 加藤　徳晃	 藤沢

神林地域
愛叶	 （まなと）	 田宮　貴享	 下助渕
稟	 （りん）	 増田　潤一	 牧目
乃衣	 （のい）	 田中　祐介	 福田
紡久	 （つむぐ）	 阿部　将人	 七湊

朝日地域
蛍	 （けい）	 相馬　将太	 下新保
にいな		 斎藤　祐介	 岩沢

村上地域
川村　節子	 86	 下山田
清水　信幸	 57	 山居町一丁目
瀬賀　越治	 75	 下相川
相馬　吉男	 73	 山居町二丁目
川原　豊作	 91	 二之町
髙橋　和幸	 62	 松原町四丁目
田中　与志夫	 66	 塩町
藤田　秀夫	 90	 松波町
飯嶋　ヒサ	 93	 久保多町
大越　実	 70	 松山
中野　欣也	 89	 飯野三丁目
上條　鐵男	 88	 瀬波中町
松岡　和郁江	 62	 山居町二丁目
藤田　昭榮	 87	 二之町
髙橋　藤郷	 80	 天神岡
川内　文男	 81	 袋
佐藤　良夫	 89	 四日市
木村　房子	 89	 門前
山口　ミサ	 91	 石原
荒木　亥一郎	 86	 岩船下浜町
相馬　セイ	 100	 山居町二丁目
松田　吉 樹	 73	 岩船三日市
大滝　幸吉	 82	 瀬波上町
太田　猪海朗	 73	 早川
手塚　稔	 80	 片町
小池　愛子	 72	 飯野西
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