
平成２３年　４月２８日 現在
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１０１ 　　　２１ 　　　２４ 　　　３０ 　　　５４清水南

１０２ 　　　３６ 　　　５１ 　　　５６ 　　１０７清水中

１０３ 　　　３４ 　　　３７ 　　　４６ 　　　８３清水北

１０４ 　　　２８ 　　　５５ 　　　４６ 　　１０１清水ふるさと団地

１０５ 　　　３２ 　　　４３ 　　　４３ 　　　８６清水西の東

１０６ 　　　２４ 　　　４７ 　　　４０ 　　　８７清水西の西

１０７ 　　　２７ 　　　３６ 　　　３８ 　　　７４清水上野

１１１ 　　　２８ 　　　３０ 　　　３８ 　　　６８加茂野宮里東

１１３ 　　　３４ 　　　４０ 　　　４２ 　　　８２加茂野宮里西

１１４ 　　１０１ 　　　９６ 　　１１４ 　　２１０加茂野宮東王地

１１５ 　　　６０ 　　　９９ 　　　９９ 　　１９８加茂野宮西王地

１１６ 　　　１８ 　　　３７ 　　　２９ 　　　６６加茂野宮王地団地

１１７ 　　　２８ 　　　５１ 　　　４８ 　　　９９加茂宮ふるさと団地

１２１ 　　　５８ 　　　６３ 　　　７３ 　　１３６勢力東

１３１ 　　　３２ 　　　４０ 　　　４４ 　　　８４勢力南

１３２ 　　　３２ 　　　５３ 　　　５８ 　　１１１勢力中

１３３ 　　　２９ 　　　４３ 　　　４６ 　　　８９勢力西

１３４ 　　　２４ 　　　３１ 　　　３４ 　　　６５勢力上野

１４１ 　　　３６ 　　　５０ 　　　５４ 　　１０４芝生門所

１４２ 　　　２０ 　　　１４ 　　　２５ 　　　３９芝生上東

１４３ 　　　２６ 　　　３３ 　　　３７ 　　　７０芝生上西

１４４ 　　　５９ 　　　７８ 　　　８５ 　　１６３芝生中東

１４５ 　　　５５ 　　　６９ 　　　７２ 　　１４１芝生中西

１４６ 　　　２４ 　　　３４ 　　　３８ 　　　７２芝生東新町

１４７ 　　　２９ 　　　３１ 　　　３６ 　　　６７芝生東町

１４８ 　　　２５ 　　　２６ 　　　３７ 　　　６３芝生本町

１４９ 　　　２５ 　　　３２ 　　　３２ 　　　６４芝生仲町

１５１ 　　　４２ 　　　４６ 　　　６０ 　　１０６芝生西町

１５２ 　　　４８ 　　　５３ 　　　５４ 　　１０７芝生西新町

１５３ 　　　２３ 　　　２４ 　　　３２ 　　　５６芝生坂ノ上

１５４ 　　　４９ 　　　５７ 　　　６８ 　　１２５芝生栄町

１５５ 　　　５０ 　　　４４ 　　　６０ 　　１０４芝生団地北

１５６ 　　　２１ 　　　２６ 　　　３１ 　　　５７芝生第２北団地

１５７ 　　　２０ 　　　１６ 　　　２６ 　　　４２芝生団地中

１５８ 　　　２１ 　　　１１ 　　　１６ 　　　２７芝生団地南

１５９ 　　　２５ 　　　２８ 　　　２９ 　　　５７芝生団地東

１６０ 　　　１７ 　　　３６ 　　　３５ 　　　７１芝生若芝台

１６１ 　　　３５ 　　　４０ 　　　５０ 　　　９０東川原東

１６２ 　　　３３ 　　　４０ 　　　３７ 　　　７７東川原北東

１６３ 　　　５１ 　　　６２ 　　　６１ 　　１２３東川原西

１６４ 　　　３７ 　　　５３ 　　　５４ 　　１０７東川原北西

１６５ 　　　２２ 　　　３０ 　　　３５ 　　　６５太刀野谷東

１６６ 　　　　６ 　　　１１ 　　　１１ 　　　２２太刀野団地

１６７ 　　　３２ 　　　３０ 　　　４２ 　　　７２太刀野中条

１６８ 　　　４５ 　　　５７ 　　　６８ 　　１２５太刀野西の久保

１６９ 　　　２９ 　　　４３ 　　　４８ 　　　９１太刀野原

１７１ 　　　１１ 　　　１８ 　　　１８ 　　　３６花園団地

１７３ 　　　２６ 　　　３９ 　　　４２ 　　　８１花園中

１７４ 　　　２７ 　　　３４ 　　　３９ 　　　７３花園上

１７５ 　　　２８ 　　　４５ 　　　４３ 　　　８８花園上新町

１７６ 　　　５２ 　　　７０ 　　　７４ 　　１４４花園下新町

１７７ 　　　　５ 　　　　６ 　　　　８ 　　　１４大屋敷

１７８ 　　　１２ 　　　１４ 　　　１２ 　　　２６滝奥

１７９ 　　　１８ 　　　１８ 　　　１９ 　　　３７東谷

１８０ 　　　１８ 　　　２３ 　　　２７ 　　　５０中屋西

１８１ 　　　２１ 　　　２２ 　　　２４ 　　　４６中屋東

１８２ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　３栗林

１８３ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　７太刀野山大平

１８４ 　　　　９ 　　　　５ 　　　　７ 　　　１２藤黒

１８５ 　　　２２ 　　　２２ 　　　２６ 　　　４８川又西

１８６ 　　　２３ 　　　２１ 　　　２５ 　　　４６川又東

１８７ 　　　１９ 　　　２２ 　　　１７ 　　　３９田野々

１８８ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８土釜

１８９ 　　　　８ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３馬瓶

１９０ 　　　　７ 　　　　９ 　　　　９ 　　　１８井の久保

合　　　計 　１８６５ 　２３３４ 　４８９６　２５６２

２０１ 　　　５０ 　　　４６ 　　　６２ 　　１０８旭町

２０２ 　　　２６ 　　　２６ 　　　２７ 　　　５３浜東

２０３ 　　　２９ 　　　３３ 　　　３５ 　　　６８浜西

２０４ 　　　５２ 　　　５５ 　　　６２ 　　１１７新町

２０５ 　　　３０ 　　　３５ 　　　４４ 　　　７９仲ノ町

２０６ 　　　２３ 　　　２１ 　　　２８ 　　　４９井川本町
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２０７ 　　　３９ 　　　４２ 　　　５６ 　　　９８井関

２０８ 　　　３０ 　　　２７ 　　　４２ 　　　６９向坂

２０９ 　　　５５ 　　　６２ 　　　７４ 　　１３６西新町東

２１０ 　　１１１ 　　１２０ 　　１４４ 　　２６４西新町西

２１１ 　　　３８ 　　　５１ 　　　５６ 　　１０７中村東

２１２ 　　　５５ 　　　６６ 　　　７８ 　　１４４中村南

２１３ 　　　４６ 　　　６０ 　　　７２ 　　１３２中村西

２１４ 　　　　８ 　　　　７ 　　　１０ 　　　１７中村団地

２１５ 　　　１０ 　　　　７ 　　　　９ 　　　１６中村東団地

２１６ 　　　３７ 　　　５２ 　　　５４ 　　１０６中村南団地

２２１ 　　　８２ 　　　９０ 　　　９５ 　　１８５女法寺

２２２ 　　　３７ 　　　４８ 　　　５４ 　　１０２吉本

２２３ 　　　２３ 　　　２０ 　　　２３ 　　　４３北内

２２４ 　　　８３ 　　１１７ 　　１１７ 　　２３４出ノ上

２２５ 　　　５９ 　　　７６ 　　　９３ 　　１６９森

２２６ 　　　２３ 　　　３０ 　　　３３ 　　　６３近金

２２７ 　　　３５ 　　　４２ 　　　５４ 　　　９６長尾

２２８ 　　　６３ 　　　８２ 　　　９０ 　　１７２相知

２２９ 　　　３４ 　　　４９ 　　　５６ 　　１０５西井川坊

２３０ 　　　６２ 　　　６９ 　　　８４ 　　１５３須賀

２３１ 　　　２３ 　　　２３ 　　　３１ 　　　５４末

２３２ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３里川東

２３３ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１里川本村

２３４ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　５里川西

２３６ 　　　２５ 　　　２６ 　　　３３ 　　　５９吉野川団地

２３７ 　　　１３ 　　　１６ 　　　１７ 　　　３３須賀２号団地

２４１ 　　　１２ 　　　１１ 　　　１３ 　　　２４流堂

２４２ 　　　２３ 　　　２６ 　　　２６ 　　　５２下吹

２４３ 　　　２５ 　　　２３ 　　　２３ 　　　４６上吹

２４４ 　　　２４ 　　　１９ 　　　２５ 　　　４４井川正夫

２４５ 　　　　９ 　　　　６ 　　　　９ 　　　１５大森

２４６ 　　　１１ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８大久保

２４７ 　　　１７ 　　　２２ 　　　１８ 　　　４０下久保

２４８ 　　　１６ 　　　１３ 　　　１７ 　　　３０馬路

２４９ 　　　１７ 　　　１８ 　　　１２ 　　　３０倉石

２５０ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１１ 　　　２３松舟

２５１ 　　　１８ 　　　１９ 　　　１６ 　　　３５向

２５２ 　　　３０ 　　　３２ 　　　４１ 　　　７３井内坊

２５３ 　　　４４ 　　　５６ 　　　６４ 　　１２０井川中津

２５４ 　　　３１ 　　　３７ 　　　４５ 　　　８２吉木

２５５ 　　　２０ 　　　３０ 　　　２９ 　　　５９馬場

２５６ 　　　１７ 　　　１６ 　　　１９ 　　　３５井川平

２５７ 　　　　７ 　　　　５ 　　　　５ 　　　１０岩坂

２５８ 　　　１８ 　　　１６ 　　　１９ 　　　３５冬・桜

２５９ 　　　３３ 　　　２９ 　　　２９ 　　　５８知行

２６０ 　　　　８ 　　　１０ 　　　　９ 　　　１９荒倉

２６１ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　５ 　　　１０駒倉

２６２ 　　　１８ 　　　２３ 　　　２２ 　　　４５下影

２６３ 　　　１５ 　　　１１ 　　　１７ 　　　２８上野住

２６４ 　　　１１ 　　　　６ 　　　１２ 　　　１８下野住

２６５ 　　　１１ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１５上西ノ浦

２６６ 　　　１８ 　　　２３ 　　　１８ 　　　４１下西ノ浦

２６７ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１５ 　　　２７北地

２６８ 　　　１５ 　　　２４ 　　　１８ 　　　４２色原

２６９ 　　　１０ 　　　１０ 　　　１６ 　　　２６尾越

２７０ 　　　３０ 　　　４６ 　　　４６ 　　　９２杉ノ木

２７１ 　　　１３ 　　　　９ 　　　１６ 　　　２５段地

２７２ 　　　２５ 　　　３２ 　　　３５ 　　　６７安田

２７３ 　　　　９ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８三樫尾

合　　　計 　１７８９ 　２０２６ 　４３４２　２３１６

３０１ 　　　４６ 　　　４３ 　　　５３ 　　　９６東部

３０２ 　　　３３ 　　　３１ 　　　３５ 　　　６６東部第２

３０３ 　　　５０ 　　　６０ 　　　６２ 　　１２２中部１

３０４ 　　　７４ 　　　９７ 　　１０４ 　　２０１中部２

３０５ 　　　９３ 　　　９０ 　　１０５ 　　１９５西部北

３０６ 　　　９０ 　　　９６ 　　１２２ 　　２１８西部南

３０７ 　　　４９ 　　　３６ 　　　６１ 　　　９７土用

３０８ 　　　４７ 　　　５３ 　　　６４ 　　１１７西部第２

３０９ 　　　４３ 　　　６９ 　　　７０ 　　１３９上ノ段

３１０ 　　１７８ 　　１４８ 　　１０７ 　　２５５下ノ段

３１１ 　　　６９ 　　　９２ 　　　７９ 　　１７１池田中津

３１２ 　　　４７ 　　　３９ 　　　４２ 　　　８１西山浜
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３１３ 　　　２５ 　　　２６ 　　　３２ 　　　５８只安

３１４ 　　　３８ 　　　４８ 　　　５５ 　　１０３安広

３１５ 　　　２５ 　　　２６ 　　　２９ 　　　５５洞草

３１６ 　　　１９ 　　　１７ 　　　２２ 　　　３９入体

３１７ 　　　２５ 　　　２８ 　　　２８ 　　　５６峰ノ久保

３１８ 　　　１４ 　　　２１ 　　　１７ 　　　３８木屋床

３１９ 　　　２１ 　　　１２ 　　　１９ 　　　３１落

３２０ 　　　１０ 　　　　６ 　　　　８ 　　　１４舟原

３２１ 　　　　８ 　　　　８ 　　　　５ 　　　１３池田中尾

３２２ 　　　２７ 　　　２３ 　　　２４ 　　　４７下ノロウチ東

３２３ 　　　２０ 　　　２９ 　　　３３ 　　　６２下ノロウチ西

３３１ 　　　２７ 　　　２８ 　　　２１ 　　　４９水木町

３３２ 　　　２３ 　　　３６ 　　　３８ 　　　７４池田ニュータウン

３３３ 　　　８６ 　　１００ 　　１０５ 　　２０５供養地東

３３４ 　　　５８ 　　　６０ 　　　７１ 　　１３１供養地西

３３５ 　　　　９ 　　　　７ 　　　１０ 　　　１７町営ヤマダ

３３６ 　　１２７ 　　１３１ 　　１５３ 　　２８４島東

３３７ 　　１００ 　　　９８ 　　１１６ 　　２１４島西

３３８ 　　　６７ 　　　６７ 　　　７９ 　　１４６島南

３３９ 　　　６７ 　　　９４ 　　　９３ 　　１８７提宮下

３４１ 　　　１７ 　　　１３ 　　　２１ 　　　３４新町東

３４２ 　　　１８ 　　　１５ 　　　２４ 　　　３９新町中

３４３ 　　　１９ 　　　１９ 　　　２７ 　　　４６新町西

３４４ 　　　６３ 　　　４５ 　　　８１ 　　１２６南新町中

３４５ 　　　３０ 　　　３１ 　　　３８ 　　　６９南新町北

３４６ 　　　６４ 　　　６１ 　　　６６ 　　１２７南新町東

３４７ 　　　３３ 　　　２２ 　　　２５ 　　　４７南新町西

３４８ 　　　３４ 　　　２０ 　　　３３ 　　　５３親愛会

３４９ 　　　３１ 　　　２７ 　　　２６ 　　　５３南新町ハヤシ

３５０ 　　　２１ 　　　１９ 　　　２４ 　　　４３南新町南

３５１ 　　　１１ 　　　１２ 　　　１２ 　　　２４南新町上町

３５２ 　　　４１ 　　　３４ 　　　３８ 　　　７２北新町東

３５３ 　　　２９ 　　　２３ 　　　２７ 　　　５０北新町西

３５４ 　　　４５ 　　　５１ 　　　５７ 　　１０８新東町

３５５ 　　　４４ 　　　３２ 　　　４１ 　　　７３池田東町

３５６ 　　　２４ 　　　２０ 　　　２９ 　　　４９池田本町

３５７ 　　　２３ 　　　２５ 　　　２０ 　　　４５中町

３５８ 　　　２４ 　　　２１ 　　　３８ 　　　５９谷町

３５９ 　　　３３ 　　　２７ 　　　３８ 　　　６５鍛冶屋町

３６０ 　　　２１ 　　　２５ 　　　２６ 　　　５１東中通二

３６１ 　　　１８ 　　　２４ 　　　２０ 　　　４４杉尾通

３６２ 　　　１６ 　　　１７ 　　　２０ 　　　３７西町東部

３６３ 　　　２１ 　　　２４ 　　　２７ 　　　５１中通

３６４ 　　　１２ 　　　１０ 　　　１２ 　　　２２大通昭和

３６５ 　　　　９ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１９庚申町

３６６ 　　　５１ 　　　４７ 　　　５８ 　　１０５西町本部

３６７ 　　　１５ 　　　１４ 　　　１９ 　　　３３西町大通

３６８ 　　　２４ 　　　２６ 　　　３７ 　　　６３栄町東部

３６９ 　　　２５ 　　　１９ 　　　２６ 　　　４５栄町西部

３７０ 　　　４４ 　　　５７ 　　　６５ 　　１２２柳川東

３７１ 　　　２０ 　　　１９ 　　　２０ 　　　３９柳川西

３７２ 　　　５５ 　　　５８ 　　　７０ 　　１２８高友

３７３ 　　　１２ 　　　１６ 　　　２２ 　　　３８銀座東

３７４ 　　　１４ 　　　１７ 　　　１８ 　　　３５銀座中

３７５ 　　　１２ 　　　１１ 　　　１３ 　　　２４弥生

３７６ 　　　２９ 　　　１８ 　　　３９ 　　　５７銀座西

３７７ 　　　１８ 　　　１９ 　　　２６ 　　　４５駅前北

３７８ 　　　１３ 　　　１０ 　　　１５ 　　　２５駅前南

３７９ 　　　１７ 　　　１１ 　　　２２ 　　　３３駅前西

３８０ 　　　７０ 　　　７６ 　　　７４ 　　１５０矢塚町

３８１ 　　　２９ 　　　２８ 　　　２７ 　　　５５西中通三

３８２ 　　　３６ 　　　３３ 　　　４０ 　　　７３新地東部

３８３ 　　　４２ 　　　４５ 　　　３８ 　　　８３新地大通

３８４ 　　　１１ 　　　１０ 　　　１６ 　　　２６大通西

３８５ 　　　１６ 　　　１３ 　　　１６ 　　　２９上野大通

３８６ 　　　３１ 　　　２６ 　　　３１ 　　　５７大道

３９１ 　　　７４ 　　　７４ 　　　７９ 　　１５３御幸町東

３９２ 　　　１８ 　　　２２ 　　　２５ 　　　４７御幸町西

３９３ 　　　２６ 　　　２４ 　　　３５ 　　　５９上野中大通

３９４ 　　　７３ 　　　７１ 　　　８２ 　　１５３上野中部

３９５ 　　　３６ 　　　４２ 　　　５１ 　　　９３丸山町北

３９６ 　　　６７ 　　　５８ 　　　７３ 　　１３１丸山町南
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３９７ 　　　２２ 　　　１５ 　　　２５ 　　　４０丸山町中

３９８ 　　　４４ 　　　５３ 　　　５８ 　　１１１丸山町西

４０１ 　　　２１ 　　　１２ 　　　２１ 　　　３３新生会

４０２ 　　　８２ 　　　９２ 　　　８８ 　　１８０池南東２

４０３ 　　１０８ 　　１３０ 　　１１６ 　　２４６池南東

４０４ 　　　８１ 　　　８８ 　　　８８ 　　１７６池南南

４０５ 　　１２２ 　　１３５ 　　１４３ 　　２７８池南北

４０６ 　　　８８ 　　　９３ 　　１０１ 　　１９４池南西

４０７ 　　　５２ 　　　７１ 　　　５９ 　　１３０新山

４０８ 　　　６３ 　　１０１ 　　　９０ 　　１９１新山第２

４０９ 　　１０６ 　　１１７ 　　１４３ 　　２６０板野

４１１ 　　　１７ 　　　１２ 　　　１９ 　　　３１池田大和川

４１２ 　　　２２ 　　　１８ 　　　１８ 　　　３６フコヲベ

４１３ 　　　４２ 　　　４３ 　　　５３ 　　　９６仙野

４１４ 　　　３６ 　　　３０ 　　　４０ 　　　７０橋ノ谷

４１５ 　　　４７ 　　　６２ 　　　６０ 　　１２２三好橋

４１６ 　　１１２ 　　１３４ 　　１５１ 　　２８５城

４１７ 　　　５３ 　　　３９ 　　　６５ 　　１０４池田大西

４１８ 　　　４２ 　　　３９ 　　　５２ 　　　９１池田中

４１９ 　　　１９ 　　　２２ 　　　２４ 　　　４６栄

４２０ 　　　２７ 　　　２６ 　　　３７ 　　　６３天神丁

４２１ 　　　４６ 　　　４３ 　　　５３ 　　　９６北名

４２２ 　　　２１ 　　　２６ 　　　３１ 　　　５７光陽台

４２３ 　　　　８ 　　　　４ 　　　　７ 　　　１１白地峰

４２４ 　　　２８ 　　　４１ 　　　３７ 　　　７８敷ノ上

４２５ 　　　２５ 　　　３０ 　　　３４ 　　　６４馬場東

４２６ 　　　２２ 　　　２５ 　　　３２ 　　　５７馬場中央

４２７ 　　　３３ 　　　４３ 　　　４７ 　　　９０馬場西

４２８ 　　　２５ 　　　３０ 　　　３９ 　　　６９井ノ久保東

４２９ 　　　２２ 　　　２７ 　　　３１ 　　　５８井ノ久保旭

４３０ 　　　３３ 　　　４５ 　　　３８ 　　　８３井ノ久保栗野

４３１ 　　　２７ 　　　３８ 　　　３５ 　　　７３井ノ久保上

４３２ 　　　１４ 　　　１０ 　　　１２ 　　　２２ノロウチ下

４３３ 　　　１４ 　　　１２ 　　　１６ 　　　２８ノロウチ中

４３４ 　　　１９ 　　　２２ 　　　２７ 　　　４９ノロウチ上

４４１ 　　　４１ 　　　５１ 　　　５６ 　　１０７朝日

４４２ 　　　２３ 　　　２８ 　　　４０ 　　　６８堂面

４４３ 　　　４９ 　　　５６ 　　　５４ 　　１１０日の出

４４４ 　　　４６ 　　　７７ 　　　６４ 　　１４１天神

４４５ 　　　３１ 　　　３３ 　　　３７ 　　　７０宮ノ下

４４６ 　　　４０ 　　　３８ 　　　５０ 　　　８８境宮

４４７ 　　　１９ 　　　２０ 　　　１９ 　　　３９上浦

４４８ 　　　２６ 　　　３４ 　　　３６ 　　　７０峰友

４４９ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２双子布

４５０ 　　　　５ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　７大泉

４５１ 　　　２１ 　　　２５ 　　　３１ 　　　５６池田林

４５２ 　　　１９ 　　　１７ 　　　２５ 　　　４２池田和田

４５３ 　　　１９ 　　　２０ 　　　２７ 　　　４７宮

４５４ 　　　２０ 　　　１７ 　　　２６ 　　　４３中央

４５５ 　　　２２ 　　　２４ 　　　２５ 　　　４９佐野中西

４５６ 　　　２６ 　　　２４ 　　　３０ 　　　５４佐野上組

４５７ 　　　１０ 　　　１８ 　　　１６ 　　　３４高毛

４５８ 　　　１６ 　　　１６ 　　　１８ 　　　３４沼谷

４５９ 　　　２１ 　　　２１ 　　　２８ 　　　４９境谷

４６０ 　　　　８ 　　　　９ 　　　　６ 　　　１５大宗

４６１ 　　　１０ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１５有安

４７１ 　　　７２ 　　　９３ 　　　９２ 　　１８５北一

４７２ 　　　７６ 　　　６２ 　　　８４ 　　１４６北二

４７３ 　　　６７ 　　　５９ 　　　５２ 　　１１１北三

４７４ 　　　８８ 　　　９０ 　　１１１ 　　２０１中一

４７５ 　　　５３ 　　　４８ 　　　６５ 　　１１３中二

４７６ 　　　６０ 　　　５９ 　　　７２ 　　１３１高戸星

４７７ 　　　９４ 　　１０１ 　　１１５ 　　２１６久保

４７８ 　　　９１ 　　１０８ 　　１２１ 　　２２９中西南

４７９ 　　　３９ 　　　３３ 　　　４９ 　　　８２漆川橋

４８０ 　　　１４ 　　　１５ 　　　１７ 　　　３２大田

４８１ 　　　１１ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１９久尾

４９１ 　　　２４ 　　　２７ 　　　２７ 　　　５４宮平

４９２ 　　　１５ 　　　１２ 　　　１６ 　　　２８国畑

４９３ 　　　２１ 　　　２１ 　　　２０ 　　　４１梅ノ谷

４９４ 　　　１５ 　　　１５ 　　　１８ 　　　３３中津川

４９５ 　　　１７ 　　　２３ 　　　２３ 　　　４６北谷
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４９６ 　　　　７ 　　　　５ 　　　　６ 　　　１１小林

４９７ 　　　１３ 　　　　７ 　　　　９ 　　　１６越替

４９８ 　　　１４ 　　　１０ 　　　１４ 　　　２４大川南

４９９ 　　　１２ 　　　１０ 　　　　９ 　　　１９大川北

５００ 　　　１０ 　　　　７ 　　　　７ 　　　１４南谷

５０１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１石立

５０２ 　　　　４ 　　　　１ 　　　　５ 　　　　６池田正夫

５０３ 　　　１１ 　　　１３ 　　　　８ 　　　２１影野

５０５ 　　　　２ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２明瀬

５１１ 　　　１１ 　　　　３ 　　　　９ 　　　１２大利空

５１２ 　　　２０ 　　　２３ 　　　２４ 　　　４７大利八幡

５１３ 　　　５２ 　　　４３ 　　　５８ 　　１０１大利込

５１４ 　　　１４ 　　　　８ 　　　１８ 　　　２６大利西

５１５ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　６ 　　　　９京田

５２１ 　　　８３ 　　　９０ 　　　９９ 　　１８９川崎込

５２２ 　　　３０ 　　　１９ 　　　２０ 　　　３９川崎空東

５２３ 　　　２２ 　　　１８ 　　　１９ 　　　３７川崎空西

５２４ 　　　２７ 　　　２０ 　　　３１ 　　　５１西谷

５３１ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　４ 　　　　９山貝

５３２ 　　　　７ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３千足

５３３ 　　　１７ 　　　１９ 　　　２０ 　　　３９大申下

５３４ 　　　　９ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８大申上

５３５ 　　　３２ 　　　２６ 　　　３２ 　　　５８出合

５３６ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６石内上

５３７ 　　　１４ 　　　１４ 　　　１２ 　　　２６石内下

５３８ 　　　　７ 　　　　６ 　　　　７ 　　　１３上尾後

５３９ 　　　　６ 　　　　５ 　　　　６ 　　　１１下尾後

５４０ 　　　１１ 　　　　９ 　　　１０ 　　　１９本名上

５４１ 　　　　６ 　　　　２ 　　　　４ 　　　　６本名下

５４２ 　　　　７ 　　　　４ 　　　　６ 　　　１０五軒

５４３ 　　　　３ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３池田黒川

５４４ 　　　　６ 　　　　４ 　　　　６ 　　　１０宮石

合　　　計 　６４４１ 　６６４２ １４１７９　７５３７

６０１ 　　　３４ 　　　４３ 　　　３７ 　　　８０山城大和川

６０２ 　　　１７ 　　　１３ 　　　１７ 　　　３０若山

６０３ 　　１９１ 　　２３４ 　　２５２ 　　４８６下川

６０４ 　　１１０ 　　１２９ 　　１３４ 　　２６３大川持

６０５ 　　　４１ 　　　４２ 　　　４２ 　　　８４寺野

６０６ 　　　４８ 　　　４６ 　　　６５ 　　１１１相川

６０７ 　　　４２ 　　　４１ 　　　５２ 　　　９３政友

６０８ 　　　４５ 　　　４７ 　　　５６ 　　１０３柴川

６０９ 　　　４３ 　　　４５ 　　　４８ 　　　９３瀬貝・脇

６１０ 　　　５２ 　　　６１ 　　　７２ 　　１３３大月

６１１ 　　　２２ 　　　２４ 　　　２２ 　　　４６大谷

６１２ 　　　１７ 　　　１３ 　　　２０ 　　　３３佐連

６１３ 　　　２５ 　　　２２ 　　　２９ 　　　５１茂地

６１４ 　　　５１ 　　　４６ 　　　５３ 　　　９９小川谷

６１５ 　　　８８ 　　１０１ 　　　９１ 　　１９２大野

６１６ 　　　７４ 　　　９３ 　　　９９ 　　１９２信正

６１７ 　　　３９ 　　　４０ 　　　４７ 　　　８７八千坊

６１８ 　　　４９ 　　　５２ 　　　５４ 　　１０６山城黒川

６１９ 　　　２３ 　　　３２ 　　　３７ 　　　６９頼広

６２０ 　　　３６ 　　　４６ 　　　４９ 　　　９５赤谷・平野

６２１ 　　　３５ 　　　３３ 　　　４０ 　　　７３岩戸

６２２ 　　　３８ 　　　４２ 　　　４０ 　　　８２引地

６２３ 　　　２１ 　　　２７ 　　　２２ 　　　４９末貞

６２４ 　　　６３ 　　　６５ 　　　９１ 　　１５６川口

６２５ 　　　５５ 　　　５４ 　　　６５ 　　１１９国政

６２６ 　　　５７ 　　　４５ 　　　７２ 　　１１７重実・殿野・白川口

６２７ 　　　３１ 　　　３０ 　　　３７ 　　　６７中野・有宮

６２８ 　　　３３ 　　　２９ 　　　３９ 　　　６８白川

６２９ 　　　４５ 　　　５３ 　　　５８ 　　１１１光兼

６３０ 　　　２４ 　　　２４ 　　　２４ 　　　４８仏子

６３１ 　　　２４ 　　　１７ 　　　２３ 　　　４０尾又

６３２ 　　　２４ 　　　１９ 　　　２０ 　　　３９粟山

６３３ 　　　５０ 　　　３２ 　　　５８ 　　　９０大津

６３４ 　　　１０ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８峯

６３５ 　　　７５ 　　　７７ 　　　８７ 　　１６４上西宇

６３６ 　　　２４ 　　　２４ 　　　２８ 　　　５２水無

６３７ 　　　２１ 　　　２９ 　　　２５ 　　　５４津屋

６３８ 　　　３９ 　　　４７ 　　　４８ 　　　９５山城平

６３９ 　　　３１ 　　　３１ 　　　３６ 　　　６７平上
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６４０ 　　　１５ 　　　１７ 　　　１８ 　　　３５上名影

６４１ 　　　１４ 　　　　９ 　　　１５ 　　　２４羽瀬

６４２ 　　　３６ 　　　３３ 　　　４１ 　　　７４内野尾・六呂木

６４３ 　　　１５ 　　　１６ 　　　１８ 　　　３４赤野

６４４ 　　　３８ 　　　４３ 　　　４３ 　　　８６柿野尾

６４５ 　　　３５ 　　　２６ 　　　３３ 　　　５９日浦

６４６ 　　　６６ 　　　７３ 　　　７９ 　　１５２大黒・川成

６４７ 　　　１２ 　　　　９ 　　　　７ 　　　１６下名影

６４８ 　　　１４ 　　　１３ 　　　１２ 　　　２５南日浦・境谷

６４９ 　　　３１ 　　　３２ 　　　３５ 　　　６７下名団地

合　　　計 　２０２３ 　２１２７ 　４５２７　２４００

７０１ 　　　４７ 　　　５６ 　　　６１ 　　１１７徳善

７０２ 　　　３２ 　　　３２ 　　　３６ 　　　６８西岡

７０３ 　　　２８ 　　　１９ 　　　２７ 　　　４６後山

７０４ 　　　３１ 　　　３２ 　　　３８ 　　　７０榎

７０５ 　　　１７ 　　　１０ 　　　１４ 　　　２４土日浦

７０６ 　　　１６ 　　　１７ 　　　２５ 　　　４２吾橋中屋

７０７ 　　　１２ 　　　　７ 　　　１０ 　　　１７吾橋西名

７０８ 　　　１０ 　　　　９ 　　　１２ 　　　２１吾橋下

７０９ 　　　１９ 　　　１７ 　　　２７ 　　　４４吾橋上

７１０ 　　　１５ 　　　１４ 　　　１７ 　　　３１谷間

７１１ 　　　３０ 　　　２３ 　　　３１ 　　　５４有瀬下

７１２ 　　　２０ 　　　１６ 　　　２３ 　　　３９有瀬上

７１４ 　　　１２ 　　　　６ 　　　１１ 　　　１７田ノ内上

７１５ 　　　１２ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８田ノ内下

７１６ 　　　　９ 　　　　３ 　　　　７ 　　　１０一宇枝

７１７ 　　　４７ 　　　４７ 　　　５８ 　　１０５一宇北

７１８ 　　　７０ 　　　７５ 　　　７３ 　　１４８一宇南

７１９ 　　　１２ 　　　１４ 　　　１６ 　　　３０戸ノ谷

７２０ 　　　２２ 　　　１６ 　　　２１ 　　　３７尾井ノ内

７２１ 　　　１４ 　　　１６ 　　　１１ 　　　２７冥地

７２２ 　　　１９ 　　　１４ 　　　２１ 　　　３５重末日浦

７２３ 　　　１７ 　　　１４ 　　　１９ 　　　３３重末蔭

７２４ 　　　３９ 　　　３６ 　　　４７ 　　　８３善徳西ノ西

７２５ 　　　２１ 　　　２１ 　　　２５ 　　　４６善徳かずら橋

７２６ 　　　３０ 　　　１３ 　　　２４ 　　　３７善徳西ノ東

７２７ 　　　１４ 　　　１４ 　　　１７ 　　　３１善徳東ノ西

７２８ 　　　１０ 　　　　７ 　　　　８ 　　　１５善徳東ノ東

７２９ 　　　　６ 　　　　３ 　　　　８ 　　　１１名越

７３０ 　　　２２ 　　　２６ 　　　２１ 　　　４７今久保

７３１ 　　　　８ 　　　　９ 　　　１３ 　　　２２西祖谷中尾

７３２ 　　　１０ 　　　１７ 　　　１７ 　　　３４閑定

７３４ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　２坂瀬

７３５ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　８小祖谷西

７３６ 　　　　３ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　４小祖谷東

合　　　計 　　６８０ 　　６１９ 　１３７３　　７５４

８０１ 　　　１５ 　　　１１ 　　　１４ 　　　２５高野

８０２ 　　　　５ 　　　　６ 　　　　４ 　　　１０今井

８０３ 　　　１９ 　　　１４ 　　　１２ 　　　２６上釣井

８０４ 　　　２３ 　　　１５ 　　　２１ 　　　３６下釣井

８０５ 　　　　７ 　　　　４ 　　　　９ 　　　１３佐野

８０６ 　　　２８ 　　　１９ 　　　２１ 　　　４０小島

８０７ 　　　３６ 　　　３９ 　　　４２ 　　　８１東祖谷和田

８０８ 　　　　４ 　　　　３ 　　　　３ 　　　　６元井

８０９ 　　　１２ 　　　　８ 　　　１０ 　　　１８東祖谷大西

８１０ 　　　４０ 　　　３８ 　　　３４ 　　　７２樫尾

８１１ 　　　　４ 　　　　７ 　　　　７ 　　　１４栂の峰

８１２ 　　　２８ 　　　３１ 　　　３０ 　　　６１小川

８１３ 　　　３０ 　　　１５ 　　　１８ 　　　３３古味

８１４ 　　　１９ 　　　１８ 　　　２０ 　　　３８阿佐

８１５ 　　　１９ 　　　２０ 　　　１９ 　　　３９麦生土

８１６ 　　　３１ 　　　２４ 　　　２９ 　　　５３新居屋

８１７ 　　　４５ 　　　４６ 　　　５６ 　　１０２若林

８１８ 　　　１７ 　　　１７ 　　　１２ 　　　２９大枝

８１９ 　　　４０ 　　　４０ 　　　４８ 　　　８８下浦

８２０ 　　　　５ 　　　　５ 　　　　３ 　　　　８東祖谷林

８２１ 　　　３３ 　　　３１ 　　　３５ 　　　６６京上

８２２ 　　　　６ 　　　　７ 　　　　５ 　　　１２釜ヶ谷

８２３ 　　　　８ 　　　　７ 　　　　５ 　　　１２奥の井

８２４ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　２栗枝渡奥

８２５ 　　　３１ 　　　２８ 　　　２９ 　　　５７栗枝渡

８２６ 　　　１２ 　　　１１ 　　　１０ 　　　２１下瀬上



平成２３年　４月２８日 現在

行政区№ 行政区名 世帯数 男 女 計

行 政 区 別 人 口 統 計 表
行政区№ 行政区名 世帯数 男 女 計 行政区№ 行政区名 世帯数 男 女 計

８２７ 　　　２６ 　　　２２ 　　　２５ 　　　４７下瀬下

８２８ 　　　１８ 　　　２０ 　　　２２ 　　　４２中上

８２９ 　　　３４ 　　　３６ 　　　３０ 　　　６６落合西

８３０ 　　　１１ 　　　１０ 　　　１０ 　　　２０落合東

８３１ 　　　５２ 　　　５６ 　　　４８ 　　１０４落合南

８３２ 　　　　３ 　　　　４ 　　　　４ 　　　　８かずら原

８３３ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　３ 　　　　５九鬼

８３４ 　　　２９ 　　　２２ 　　　２８ 　　　５０西山

８３５ 　　　３７ 　　　３４ 　　　３６ 　　　７０久保東

８３６ 　　　２７ 　　　２９ 　　　３０ 　　　５９久保西

８３７ 　　　１６ 　　　１８ 　　　２３ 　　　４１久保陰

８３８ 　　　１０ 　　　１３ 　　　１１ 　　　２４菅生日浦下

８３９ 　　　２１ 　　　２０ 　　　２０ 　　　４０菅生日浦中

８４０ 　　　１７ 　　　１２ 　　　１８ 　　　３０菅生日浦奥

８４１ 　　　２０ 　　　１９ 　　　１８ 　　　３７菅生陰

８４２ 　　　２２ 　　　２６ 　　　２７ 　　　５３菅生陰奥

８４３ 　　　２８ 　　　２７ 　　　２８ 　　　５５名頃

８４４ 　　　　６ 　　　　６ 　　　　２ 　　　　８深渕

合　　　計 　　９００ 　　８４０ 　１７２１　　８８１

総  合  計 １３６９８ １４５８８ １６４５０ ３１０３８

三野地区計

井川地区計

池田地区計

山城地区計

西祖谷地区計

東祖谷地区計

　１８６５

　１７８９

　６４４１

　２０２３

　　６８０

　　９００

　２３３４

　２０２６

　６６４２

　２１２７

　　６１９

　　８４０

　２５６２

　２３１６

　７５３７

　２４００

　　７５４

　　８８１

　４８９６

　４３４２

１４１７９

　４５２７

　１３７３

　１７２１


