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大字№ 大字名 世帯数 男 女 計

大 字 別 人 口 統 計 表
大字№ 大字名 世帯数 男 女 計 大字№ 大字名 世帯数 男 女 計

００１ 　　２０５ 　　２８８ 　　３０１ 　　５８９三野町清水

００２ 　　２８９ 　　３７３ 　　３８７ 　　７６０三野町加茂野宮

００３ 　　１７３ 　　２３５ 　　２５１ 　　４８６三野町勢力

００４ 　　６０９ 　　７０３ 　　８１８ 　１５２１三野町芝生

００５ 　　２９６ 　　３７０ 　　４０８ 　　７７８三野町太刀野

００６ 　　２９９ 　　３５４ 　　３７８ 　　７３２三野町太刀野山

合　　　計 　１８７１ 　２３２３ 　４８６６　２５４３

０１５ 　　２６２ 　　２９３ 　　３０６ 　　５９９池田町イケミナミ

０１６ 　　１０８ 　　１１７ 　　１４６ 　　２６３池田町イタノ

０１７ 　　３６６ 　　３６９ 　　４４８ 　　８１７池田町ウヱノ

０１８ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５池田町ウヱマツ

０１９ 　　　１１ 　　　１０ 　　　１３ 　　　２３池田町馬路烏帽子尾

０２０ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４池田町馬路大泉

０２２ 　　　　５ 　　　　８ 　　　　５ 　　　１３池田町馬路陰ノ前

０２３ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１４ 　　　２６池田町馬路鍛治屋

０２４ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町馬路加重

０２５ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　６ 　　　１２池田町馬路金年

０２６ 　　　１５ 　　　２４ 　　　２２ 　　　４６池田町馬路久保

０２７ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　８ 　　　１４池田町馬路源氏岡

０２９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町馬路桜渕

０３０ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１８ 　　　２８池田町馬路城尾

０３３ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　８ 　　　１４池田町馬路竹ノ内

０３４ 　　　１０ 　　　１３ 　　　１４ 　　　２７池田町馬路龍登

０３５ 　　　１２ 　　　１３ 　　　１４ 　　　２７池田町馬路立石

０３８ 　　　　８ 　　　１０ 　　　　８ 　　　１８池田町馬路寺道

０３９ 　　　２６ 　　　３３ 　　　３４ 　　　６７池田町馬路土居

０４０ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町馬路堂ノ久保

０４１ 　　　　４ 　　　　６ 　　　　４ 　　　１０池田町馬路堂面

０４２ 　　　１４ 　　　１５ 　　　２３ 　　　３８池田町馬路成年

０４４ 　　　　６ 　　　　８ 　　　　５ 　　　１３池田町馬路西谷

０４５ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　５池田町馬路西堂面

０４６ 　　　　４ 　　　　６ 　　　　６ 　　　１２池田町馬路西之坊

０４７ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　５ 　　　１０池田町馬路芭蕉

０４８ 　　　４１ 　　　４７ 　　　５２ 　　　９９池田町馬路馬場

０５０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町馬路平尾

０５２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２池田町馬路双子布

０５３ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　４ 　　　　６池田町馬路坊城

０５４ 　　　１２ 　　　１２ 　　　１２ 　　　２４池田町馬路松ノ下タ

０５６ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　９池田町馬路水之久保

０５７ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町馬路峯川

０５８ 　　　　７ 　　　１２ 　　　１１ 　　　２３池田町馬路峯友

０５９ 　　　１３ 　　　１３ 　　　１２ 　　　２５池田町馬路宮ノ下モ

０６１ 　　　２５ 　　　４３ 　　　３２ 　　　７５池田町馬路安長

０６２ 　　　　９ 　　　１２ 　　　１４ 　　　２６池田町馬路横持

０６３ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　１ 　　　　５池田町馬路嫁之渕

０７０ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　９池田町ヲウトウ

０７１ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１６ 　　　２８池田町大利青石

０７２ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２池田町大利油田

０７３ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　５ 　　　　８池田町大利今村

０７４ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５池田町大利大田

０７５ 　　　３０ 　　　２６ 　　　２６ 　　　５２池田町大利大西

０７６ 　　　　９ 　　　　７ 　　　　９ 　　　１６池田町大利大東

０７８ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町大利カゲヤブ

０７９ 　　　　６ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８池田町大利梶岡

０８０ 　　　　７ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２池田町大利上尾後

０８１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町大利京田

０８２ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　９池田町大利久尾

０８５ 　　　　９ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１９池田町大利国畑

０８７ 　　　１７ 　　　１３ 　　　１８ 　　　３１池田町大利込

０８８ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町大利崎谷

０９０ 　　　２０ 　　　１５ 　　　２７ 　　　４２池田町大利下大田

０９１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町大利城間

０９２ 　　　　７ 　　　　４ 　　　　９ 　　　１３池田町大利寿丸

０９３ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町大利平

０９４ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　２池田町大利田尾

０９５ 　　　１７ 　　　１５ 　　　１９ 　　　３４池田町大利為成

０９６ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５池田町大利出合

０９７ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　５ 　　　１１池田町大利中山

０９８ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　４ 　　　　６池田町大利成中

０９９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町大利西峯

１０１ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　９ 　　　１４池田町大利日浦

１０３ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　５ 　　　１０池田町大利平石
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１０４ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　４ 　　　　６池田町大利古田

１０６ 　　　　４ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４池田町大利峯岡

１０７ 　　　１０ 　　　　８ 　　　１１ 　　　１９池田町大利宮平

１０８ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町大利宮平影

１１７ 　　　　６ 　　　　８ 　　　　７ 　　　１５池田町川崎預り

１１９ 　　　１０ 　　　　８ 　　　１１ 　　　１９池田町川崎あみさしの
尾

１２２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４池田町川崎居内

１２３ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町川崎石ノ京

１２５ 　　　１１ 　　　　９ 　　　１３ 　　　２２池田町川崎上ノ山

１２６ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１６ 　　　２８池田町川崎梅ノ佐古

１２７ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４池田町川崎大泉

１２９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町川崎大坪

１３０ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町川崎岡田

１３４ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８池田町川崎かさまつ

１３６ 　　　１０ 　　　１４ 　　　１１ 　　　２５池田町川崎釜戸瀬

１３７ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４池田町川崎上ミ屋敷

１３８ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４池田町川崎唐谷

１４０ 　　　　８ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２池田町川崎木六

１４１ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８池田町川崎九門名

１４３ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４池田町川崎五拾歩

１４４ 　　　１２ 　　　　８ 　　　１３ 　　　２１池田町川崎重兼

１５３ 　　　　７ 　　　　７ 　　　　７ 　　　１４池田町川崎千足

１５４ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　６ 　　　　７池田町川崎滝安

１５６ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　１ 　　　　５池田町川崎釣井

１５７ 　　　　８ 　　　　６ 　　　　８ 　　　１４池田町川崎寺ノ上

１６１ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町川崎中内

１６３ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町川崎中屋敷

１６４ 　　　　９ 　　　　７ 　　　１４ 　　　２１池田町川崎浪会

１６５ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町川崎西打

１６６ 　　　　８ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３池田町川崎西コヤシ

１６７ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町川崎西佐古

１６８ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町川崎入道口

１７５ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町川崎平谷

１７６ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町川崎平野

１７８ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町川崎渕ノ上

１７９ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町川崎舟守

１８４ 　　　１８ 　　　１９ 　　　２１ 　　　４０池田町川崎宮ノ前

１８６ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町川崎山貝

１９７ 　　　　７ 　　　　９ 　　　１２ 　　　２１池田町佐野池谷

１９８ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町佐野一里松

１９９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町佐野井堀

２００ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７池田町佐野馬路境

２０１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町佐野大上

２０２ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町佐野大内

２０５ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　２池田町佐野尾平

２０６ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町佐野影

２０７ 　　　　８ 　　　　７ 　　　１０ 　　　１７池田町佐野金氏

２０８ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町佐野上根引

２１０ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町佐野北大境

２１１ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　８池田町佐野北沼谷

２１２ 　　　　２ 　　　　７ 　　　　４ 　　　１１池田町佐野高毛

２１３ 　　　１６ 　　　１７ 　　　１７ 　　　３４池田町佐野牛頭

２１４ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町佐野合路

２１５ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町佐野御供田

２１８ 　　　１１ 　　　　８ 　　　１３ 　　　２１池田町佐野佐太恵

２１９ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　５池田町佐野下根引

２２０ 　　　１３ 　　　１２ 　　　１７ 　　　２９池田町佐野初作

２２４ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　７池田町佐野大宗谷

２２５ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町佐野立石

２２８ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町佐野堂ノ本

２２９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町佐野中岡

２３１ 　　　　４ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３池田町佐野西三谷

２３２ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町佐野西栩谷

２３３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町佐野西沼谷

２３４ 　　　１８ 　　　１７ 　　　２１ 　　　３８池田町佐野西ノ向

２３７ 　　　１５ 　　　２０ 　　　２２ 　　　４２池田町佐野林

２３９ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町佐野東三谷

２４０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町佐野東谷

２４１ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　９池田町佐野東栩谷

２４２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町佐野深谷

２４３ 　　　１１ 　　　１０ 　　　１８ 　　　２８池田町佐野福田井

２４４ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町佐野藤ノ岡
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２４５ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町佐野渕ノ元

２４６ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町佐野丸田

２４８ 　　　　７ 　　　　６ 　　　　９ 　　　１５池田町佐野南大境

２４９ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町佐野南沼谷

２５１ 　　　１７ 　　　１９ 　　　２３ 　　　４２池田町佐野森常

２５２ 　　　　９ 　　　　７ 　　　１０ 　　　１７池田町佐野和田

２６０ 　　４０３ 　　３７８ 　　４７１ 　　８４９池田町サラダ

２６１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川アイハシ
リ

２６６ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町漆川イシタテ

２７７ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川岡田

２７８ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町漆川ヲンダ

２８０ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７池田町漆川カゲ

２８１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川カケウス

２８２ 　　　　７ 　　　　９ 　　　　６ 　　　１５池田町漆川カゲノ

２８４ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町漆川亀地

２８６ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川勘内

２８７ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　５ 　　　　８池田町漆川キシダ

２８８ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川北浦

２８９ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町漆川北谷

２９０ 　　　　４ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３池田町漆川クイノ内

２９５ 　　　　６ 　　　１１ 　　　　８ 　　　１９池田町漆川桑内

２９７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町漆川コクドウ
チ

２９９ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町漆川ココゲ

３００ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町漆川越替

３０１ 　　　　９ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２池田町漆川小林

３０２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町漆川コマシゴ
エ

３０４ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４池田町漆川シウシ

３０６ 　　　　８ 　　　　９ 　　　　８ 　　　１７池田町漆川下川原

３０７ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２池田町漆川シモヤシ
キ

３０８ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町漆川シヨブ

３１１ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　９池田町漆川田尾

３１２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町漆川谷合

３１４ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町漆川常石

３１７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町漆川天王

３１８ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町漆川土井

３１９ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川トヲ谷

３２０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町漆川杤野

３２３ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町漆川西コヤシ

３２７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町漆川ハジロ

３３０ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　３池田町漆川日浦

３３５ 　　　　９ 　　　　９ 　　　　９ 　　　１８池田町漆川古宮

３３６ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７池田町漆川坊岡

３３７ 　　　　２ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　６池田町漆川ホドノ田
尾

３４２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町漆川溝田

３４６ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町漆川モリワキ

３４７ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　７ 　　　１０池田町漆川森脇

３５０ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　３池田町漆川ヤナクラ

３６０ 　　３３２ 　　３５０ 　　３９９ 　　７４９池田町シマ

３６１ 　　１５２ 　　１０９ 　　　７９ 　　１８８池田町州津井関

３６３ 　　　６６ 　　　７７ 　　　７９ 　　１５６池田町州津大深田

３６４ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　６ 　　　１０池田町州津片山

３６５ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町州津葛ヶ久保

３６６ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　１ 　　　　５池田町州津蔵谷

３６７ 　　　１８ 　　　３５ 　　　３１ 　　　６６池田町州津坂口

３６８ 　　　２３ 　　　３９ 　　　２６ 　　　６５池田町州津滝端

３６９ 　　　２８ 　　　３６ 　　　３６ 　　　７２池田町州津乳ノ木

３７０ 　　　４６ 　　　４２ 　　　５４ 　　　９６池田町州津堂面

３７１ 　　　４９ 　　　６４ 　　　５０ 　　１１４池田町州津中津

３７２ 　　　８０ 　　　８１ 　　１０５ 　　１８６池田町州津西ノ久保

３７３ 　　　２０ 　　　２０ 　　　２６ 　　　４６池田町州津西端

３７４ 　　　　５ 　　　　９ 　　　　７ 　　　１６池田町州津雛田

３７５ 　　２０１ 　　２２６ 　　２７０ 　　４９６池田町州津藤ノ井

３７６ 　　　７３ 　　　６６ 　　　７４ 　　１４０池田町州津宮ノ久保

３８０ 　　３５４ 　　３４１ 　　３８８ 　　７２９池田町シンマチ

３８１ 　　１３２ 　　１７７ 　　１６９ 　　３４６池田町シンヤマ

３８２ 　　　８６ 　　１０２ 　　１０２ 　　２０４池田町トウゲ

３８８ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町中津川タケダ
ニ

３８９ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　９池田町中津川ニシク
ボ

３９０ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　６ 　　　１１池田町中津川ミチウ
ヱ

３９１ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町中津川ミチシ
タ

３９５ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　５ 　　　１０池田町中西アイノフ
チ

３９６ 　　　２８ 　　　２６ 　　　４６ 　　　７２池田町中西イバ
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３９９ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町中西ヲウヒラ

４０１ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町中西カシノウ
チ

４０３ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町中西北山

４０４ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８池田町中西コノ

４０５ 　　　３７ 　　　３６ 　　　４７ 　　　８３池田町中西コヤシキ

４０６ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町中西サキヤマ
タ

４０７ 　　　４４ 　　　２９ 　　　４８ 　　　７７池田町中西サコダ

４０８ 　　　１２ 　　　１３ 　　　１４ 　　　２７池田町中西サルガワ

４０９ 　　　７１ 　　　６３ 　　　６０ 　　１２３池田町中西シバツク

４１１ 　　　１９ 　　　２１ 　　　２１ 　　　４２池田町中西タケノウ
チ

４１２ 　　　１２ 　　　　８ 　　　１７ 　　　２５池田町中西タテイシ

４１５ 　　　３０ 　　　３５ 　　　３３ 　　　６８池田町中西テンジン

４１６ 　　　　９ 　　　　８ 　　　　８ 　　　１６池田町中西土井

４１７ 　　　３３ 　　　２８ 　　　４０ 　　　６８池田町中西ナガウチ

４１９ 　　　１９ 　　　２６ 　　　２１ 　　　４７池田町中西ナガタ

４２０ 　　　１２ 　　　１３ 　　　１３ 　　　２６池田町中西ナガノ

４２２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町中西ナシノ木

４２３ 　　　１２ 　　　１０ 　　　１３ 　　　２３池田町中西ナシノキ

４２４ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町中西ナルタキ

４２５ 　　　２９ 　　　２９ 　　　３５ 　　　６４池田町中西西原

４２６ 　　　１０ 　　　１９ 　　　１４ 　　　３３池田町中西ヒサゲ

４２７ 　　　　７ 　　　　７ 　　　　６ 　　　１３池田町中西フジグロ

４２９ 　　　１０ 　　　１１ 　　　１４ 　　　２５池田町中西フナト

４３０ 　　　２１ 　　　２２ 　　　２７ 　　　４９池田町中西フルトノ

４３１ 　　　８９ 　　　８９ 　　１０６ 　　１９５池田町中西フロノタ
ニ

４３３ 　　　４０ 　　　４２ 　　　５７ 　　　９９池田町中西ホリ

４３５ 　　　２９ 　　　３８ 　　　３９ 　　　７７池田町中西マガリタ

４３６ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　６池田町中西丸畠

４３７ 　　　３０ 　　　２９ 　　　３６ 　　　６５池田町中西道ノ上

４３８ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　９池田町中西ミヤオカ

４３９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町中西ヤマバタ

４４５ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　９池田町西山穴漬

４４６ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　７ 　　　１０池田町西山石休場

４４７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山上久保

４４８ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　９池田町西山大北

４５１ 　　　１４ 　　　１４ 　　　１８ 　　　３２池田町西山岡田

４５２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町西山岡ノ花

４５３ 　　　　５ 　　　　８ 　　　　８ 　　　１６池田町西山岡屋敷

４５４ 　　　　８ 　　　　５ 　　　　９ 　　　１４池田町西山落

４５６ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５池田町西山樫ノ下

４５９ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　４ 　　　１０池田町西山上中尾

４６０ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　３池田町西山川原

４６２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山神田

４６３ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８池田町西山岸ノ上

４６４ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町西山岸端

４６５ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５池田町西山北畑

４６７ 　　　　６ 　　　　６ 　　　１０ 　　　１６池田町西山久保

４６８ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町西山久保ノ上

４６９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山久良羅

４７０ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町西山込野

４７１ 　　　１１ 　　　１５ 　　　１３ 　　　２８池田町西山木屋床

４７２ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町西山佐古

４７３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町西山笹塚

４７６ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山下ノ浦

４７７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町西山滝端

４７９ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山谷浦

４８０ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４池田町西山谷口

４８１ 　　　１２ 　　　　８ 　　　　９ 　　　１７池田町西山谷尻

４８２ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町西山太夫地

４８３ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田町西山乳ノ木

４８４ 　　　１０ 　　　１３ 　　　２０ 　　　３３池田町西山乳ノ木道
北

４８５ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山土無

４８９ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　６ 　　　１１池田町西山床西

４９１ 　　　　７ 　　　１４ 　　　１６ 　　　３０池田町西山中内

４９３ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４池田町西山中岡

４９４ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　９池田町西山流畑

４９５ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６池田町西山中塚

４９６ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７池田町西山新居屋

４９７ 　　　１６ 　　　１６ 　　　１５ 　　　３１池田町西山西川見

４９８ 　　　　９ 　　　１２ 　　　１０ 　　　２２池田町西山西谷

４９９ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２池田町西山西ノ上

５００ 　　　　９ 　　　　３ 　　　１０ 　　　１３池田町西山西ノ岡
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５０１ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　４池田町西山登リ尾

５０２ 　　　　９ 　　　　９ 　　　１１ 　　　２０池田町西山林

５０４ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町西山東佐古

５０６ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８池田町西山引地

５０７ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　９池田町西山引地ヶ尾

５０８ 　　　１４ 　　　１０ 　　　１２ 　　　２２池田町西山枇杷ノ木
谷

５０９ 　　　　６ 　　　　４ 　　　　５ 　　　　９池田町西山船原

５１１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山古野

５１２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３池田町西山堀

５１４ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町西山本南岡

５１５ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　７池田町西山南岡

５１６ 　　　１３ 　　　１４ 　　　１５ 　　　２９池田町西山峯ノ久保

５１７ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５池田町西山宮ノ北

５１８ 　　　１１ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１５池田町西山宮ノ西

５１９ 　　　　９ 　　　　８ 　　　　９ 　　　１７池田町西山宮ノ東

５２０ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　７池田町西山宮ノ前

５２１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１池田町西山屋久根

５２４ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町西山横佐古

５３０ 　　２１５ 　　２４６ 　　２７２ 　　５１８池田町白地井ノ久保

５３１ 　　１０８ 　　１３５ 　　１４７ 　　２８２池田町白地ウマバ

５３２ 　　　４５ 　　　４５ 　　　５４ 　　　９９池田町白地ノロウチ

５３３ 　　　２０ 　　　１５ 　　　１７ 　　　３２池田町白地フコヲヘ

５３４ 　　３４３ 　　３６２ 　　４２２ 　　７８４池田町白地本名

５３５ 　　　１６ 　　　１２ 　　　１９ 　　　３１池田町白地大和川

５４０ 　　　５７ 　　　５１ 　　　５２ 　　１０３池田町ハヤシ

５４１ 　　６０６ 　　５４８ 　　６６０ 　１２０８池田町マチ

５４２ 　　　３３ 　　　２８ 　　　３５ 　　　６３池田町松尾大申

５４３ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　５ 　　　　８池田町松尾宮石

５４４ 　　　　９ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２池田町松尾黒川

５４６ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　６ 　　　１１池田町松尾下尾後

５４７ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７池田町松尾下蔭

５４９ 　　　１６ 　　　　９ 　　　１４ 　　　２３池田町松尾松本

５５０ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２池田町松尾六松

５５６ 　　２０２ 　　２３３ 　　２３９ 　　４７２池田町ヤマダ

合　　　計 　６４１２ 　６５３９ １３９７６　７４３７

５６５ 　　　３２ 　　　４２ 　　　３６ 　　　７８山城町大和川

５６６ 　　　１７ 　　　１３ 　　　１７ 　　　３０山城町若山

５６７ 　　１９３ 　　２３１ 　　２５０ 　　４８１山城町下川

５６８ 　　１０６ 　　１２４ 　　１２６ 　　２５０山城町大川持

５６９ 　　　４１ 　　　４０ 　　　４０ 　　　８０山城町寺野

５７０ 　　　４６ 　　　４３ 　　　６２ 　　１０５山城町相川

５７１ 　　　４０ 　　　３７ 　　　４３ 　　　８０山城町政友

５７２ 　　　４５ 　　　４５ 　　　５３ 　　　９８山城町柴川

５７３ 　　　２６ 　　　３１ 　　　３０ 　　　６１山城町瀬貝

５７４ 　　　１７ 　　　１４ 　　　１７ 　　　３１山城町脇

５７５ 　　　５１ 　　　５８ 　　　６５ 　　１２３山城町大月

５７６ 　　　２１ 　　　２４ 　　　２０ 　　　４４山城町大谷

５７７ 　　　１７ 　　　１３ 　　　２０ 　　　３３山城町佐連

５７８ 　　　２３ 　　　２１ 　　　２６ 　　　４７山城町茂地

５７９ 　　　５１ 　　　４３ 　　　５４ 　　　９７山城町小川谷

５８０ 　　　８５ 　　１００ 　　　８７ 　　１８７山城町大野

５８１ 　　　７２ 　　　８６ 　　　９５ 　　１８１山城町信正

５８２ 　　　３９ 　　　４１ 　　　４３ 　　　８４山城町八千坊

５８３ 　　　４８ 　　　４９ 　　　５６ 　　１０５山城町黒川

５８４ 　　　２３ 　　　２７ 　　　３７ 　　　６４山城町頼広

５８５ 　　　１７ 　　　２０ 　　　２２ 　　　４２山城町赤谷

５８６ 　　　１９ 　　　２６ 　　　２４ 　　　５０山城町平野

５８７ 　　　４１ 　　　３６ 　　　４８ 　　　８４山城町岩戸

５８８ 　　　５８ 　　　６６ 　　　７３ 　　１３９山城町引地

５８９ 　　　６０ 　　　６５ 　　　７３ 　　１３８山城町末貞

５９０ 　　　５５ 　　　５５ 　　　６５ 　　１２０山城町国政

５９１ 　　　４５ 　　　２６ 　　　５４ 　　　８０山城町重実

５９２ 　　　２１ 　　　２２ 　　　２５ 　　　４７山城町中野

５９３ 　　　４０ 　　　３６ 　　　４７ 　　　８３山城町白川

５９４ 　　　４３ 　　　５２ 　　　５５ 　　１０７山城町光兼

５９５ 　　　２３ 　　　２３ 　　　２４ 　　　４７山城町仏子

５９６ 　　　２４ 　　　１５ 　　　２２ 　　　３７山城町尾又

５９７ 　　　２４ 　　　１８ 　　　１８ 　　　３６山城町粟山

５９８ 　　１６６ 　　１５２ 　　１９４ 　　３４６山城町西宇

５９９ 　　１９９ 　　２０９ 　　２２８ 　　４３７山城町上名

６００ 　　１６５ 　　１５６ 　　１７０ 　　３２６山城町下名

合　　　計 　１９９３ 　２０５９ 　４３７８　２３１９



平成２４年　３月３０日 現在

大字№ 大字名 世帯数 男 女 計

大 字 別 人 口 統 計 表
大字№ 大字名 世帯数 男 女 計 大字№ 大字名 世帯数 男 女 計

６１０ 　　　４１ 　　　４０ 　　　５９ 　　　９９井川町井関

６１１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３井川町岩風呂

６１２ 　　　１５ 　　　１８ 　　　２０ 　　　３８井川町大佐古

６１３ 　　　３３ 　　　３７ 　　　４８ 　　　８５井川町岡野前

６１４ 　　　２２ 　　　　７ 　　　２６ 　　　３３井川町片山

６１５ 　　１０８ 　　１１６ 　　１４４ 　　２６０井川町御領田

６１６ 　　　２１ 　　　２４ 　　　２２ 　　　４６井川町才長谷

６１７ 　　　　６ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１５井川町島

６１８ 　　　６６ 　　　８８ 　　　９０ 　　１７８井川町タクミ田

６１９ 　　　　６ 　　　　６ 　　　１４ 　　　２０井川町田中

６２０ 　　１５３ 　　１６０ 　　１８４ 　　３４４井川町辻

６３７ 　　　１０ 　　　１６ 　　　１４ 　　　３０井川町中岡

６３８ 　　　２５ 　　　２２ 　　　２９ 　　　５１井川町野津後

６４０ 　　　３３ 　　　３５ 　　　５０ 　　　８５井川町八幡

６４１ 　　　２８ 　　　２５ 　　　３７ 　　　６２井川町向坂

６４２ 　　　６５ 　　　７８ 　　　８０ 　　１５８井川町吉岡

６４３ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８井川町里川

６４４ 　　５６８ 　　７０２ 　　７８７ 　１４８９井川町西井川

６４５ 　　２６８ 　　３００ 　　３３５ 　　６３５井川町井内西

６４６ 　　３０６ 　　２９７ 　　３１８ 　　６１５井川町井内東

合　　　計 　１７８０ 　１９８３ 　４２５４　２２７１

６６０ 　　１１５ 　　１１０ 　　１１７ 　　２２７東祖谷菅生

６６１ 　　　８０ 　　　８３ 　　　８９ 　　１７２東祖谷久保

６６２ 　　　３０ 　　　２２ 　　　２７ 　　　４９東祖谷西山

６６３ 　　　１８ 　　　２０ 　　　２２ 　　　４２東祖谷中上

６６４ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５東祖谷九鬼

６６５ 　　１０１ 　　１０５ 　　　８６ 　　１９１東祖谷落合

６６６ 　　　３６ 　　　３５ 　　　３２ 　　　６７東祖谷下瀬

６６７ 　　　　６ 　　　　７ 　　　　５ 　　　１２東祖谷釜ケ谷

６６８ 　　　３２ 　　　２８ 　　　３０ 　　　５８東祖谷栗枝渡

６６９ 　　　　７ 　　　　７ 　　　　４ 　　　１１東祖谷奥ノ井

６７０ 　　　７６ 　　　７１ 　　　８８ 　　１５９東祖谷京上

６７１ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　６東祖谷林

６７２ 　　　１８ 　　　１８ 　　　１２ 　　　３０東祖谷大枝

６７３ 　　　４８ 　　　４６ 　　　６０ 　　１０６東祖谷若林

６７４ 　　　１７ 　　　１８ 　　　１８ 　　　３６東祖谷阿佐

６７５ 　　　１８ 　　　１８ 　　　１７ 　　　３５東祖谷麦生土

６７６ 　　　３９ 　　　３３ 　　　３４ 　　　６７東祖谷樫尾

６７７ 　　　２９ 　　　２９ 　　　３０ 　　　５９東祖谷小川

６７８ 　　　２８ 　　　１３ 　　　１７ 　　　３０東祖谷古味

６７９ 　　　３０ 　　　２３ 　　　２７ 　　　５０東祖谷新居屋

６８０ 　　　１３ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１９東祖谷大西

６８１ 　　　　７ 　　　１０ 　　　　９ 　　　１９東祖谷元井

６８２ 　　　３８ 　　　３７ 　　　４１ 　　　７８東祖谷和田

６８３ 　　　３１ 　　　２１ 　　　２８ 　　　４９東祖谷小島

６８４ 　　　３９ 　　　２６ 　　　３２ 　　　５８東祖谷釣井

６８５ 　　　　６ 　　　　７ 　　　　４ 　　　１１東祖谷今井

６８６ 　　　１４ 　　　１０ 　　　１３ 　　　２３東祖谷高野

合　　　計 　　８８３ 　　８１２ 　１６６９　　８５７

６９５ 　　　６４ 　　　５２ 　　　６８ 　　１２０西祖谷山村有瀬

６９６ 　　　３２ 　　　２７ 　　　３７ 　　　６４西祖谷山村上吾橋

６９７ 　　　２３ 　　　２１ 　　　３３ 　　　５４西祖谷山村下吾橋

６９８ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３西祖谷山村東山

６９９ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３西祖谷山村南山

７００ 　　　１２ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８西祖谷山村土日浦

７０１ 　　　３１ 　　　３１ 　　　３８ 　　　６９西祖谷山村榎

７０２ 　　　１８ 　　　１７ 　　　２３ 　　　４０西祖谷山村徳善

７０３ 　　　２０ 　　　２８ 　　　２４ 　　　５２西祖谷山村徳善西

７０４ 　　　　７ 　　　　５ 　　　１２ 　　　１７西祖谷山村徳善北

７０５ 　　　２７ 　　　３０ 　　　３４ 　　　６４西祖谷山村西岡

７０６ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　５ 　　　　８西祖谷山村東西岡

７０７ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１西祖谷山村西岡向

７０８ 　　　２１ 　　　１７ 　　　２０ 　　　３７西祖谷山村後山

７０９ 　　　　６ 　　　　２ 　　　　６ 　　　　８西祖谷山村後山西

７１０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２西祖谷山村後山向

７１１ 　　　２１ 　　　１４ 　　　２１ 　　　３５西祖谷山村尾井ノ内

７１２ 　　　１１ 　　　１３ 　　　１５ 　　　２８西祖谷山村戸ノ谷

７１３ 　　　１５ 　　　１７ 　　　１０ 　　　２７西祖谷山村冥地

７１４ 　　　３６ 　　　２８ 　　　３８ 　　　６６西祖谷山村重末

７１５ 　　１２３ 　　１２２ 　　１３２ 　　２５４西祖谷山村一宇

７１６ 　　　２５ 　　　１３ 　　　２０ 　　　３３西祖谷山村田ノ内

７１７ 　　　２１ 　　　２６ 　　　１９ 　　　４５西祖谷山村今久保
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７１８ 　　　　８ 　　　　８ 　　　１２ 　　　２０西祖谷山村中尾

７１９ 　　　　９ 　　　１５ 　　　１３ 　　　２８西祖谷山村閑定

７２０ 　　１２２ 　　　９７ 　　１２４ 　　２２１西祖谷山村善徳

７２１ 　　　　８ 　　　　７ 　　　　５ 　　　１２西祖谷山村小祖谷

７２３ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２西祖谷山村坂瀬

合　　　計 　　６７０ 　　６０６ 　１３３１　　７２５

総  合  計 １３６０９ １４３２２ １６１５２ ３０４７４

三野地区計

池田地区計

山城地区計

井川地区計

東祖谷地区計

西祖谷地区計

　１８７１

　６４１２

　１９９３

　１７８０

　　８８３

　　６７０

　２３２３

　６５３９

　２０５９

　１９８３

　　８１２

　　６０６

　２５４３

　７４３７

　２３１９

　２２７１

　　８５７

　　７２５

　４８６６

１３９７６

　４３７８

　４２５４

　１６６９

　１３３１


