
令和 2 年 1 月 11 日（土）実施

大分市　市民部　市民協働推進課

住居表示旧新対照簿

大 字 羽 屋

大 字 畑 中

大 字 奥 田



旧 新 対 照 簿

大　字　羽　屋



大字名 羽 屋

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A101

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A102

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A103

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A105

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A201

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A202

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A203

畑中8組の12 畑中一丁目 2 67 ｺｰﾎﾟ羽屋A205

畑中8組の12 畑中一丁目 2 68 ｺｰﾎﾟ羽屋B101

畑中8組の12 畑中一丁目 2 68 ｺｰﾎﾟ羽屋B102

畑中8組の12 畑中一丁目 2 68 ｺｰﾎﾟ羽屋B103

畑中8組の12 畑中一丁目 2 68 ｺｰﾎﾟ羽屋B201

畑中8組の12 畑中一丁目 2 68 ｺｰﾎﾟ羽屋B202

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の2

大字羽屋501番地の2

大字羽屋501番地の2

大字羽屋501番地の2

大字羽屋501番地の2

世帯主氏名または名称 備　　考

大字羽屋501番地の1

大字･地番

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の1

大字羽屋501番地の1
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大字名 羽 屋

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中一丁目 2 61

畑中一丁目 2 51

畑中一丁目 2 49

畑中8組の12 畑中一丁目 2 49

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府101

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府102

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府102

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府103

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府104

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府105

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府201

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府202

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府203

大字羽屋534-1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋538-1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋503-4

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋538番地の1



大字名 羽 屋

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府204

畑中8組の12 畑中一丁目 2 46 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ豊府205

畑中一丁目 1 5

畑中一丁目 1 11

畑中一丁目 1 10大字羽屋739番地

大字羽屋734-1

大字羽屋736-1

大字羽屋539番地の1

大字羽屋539番地の1
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旧 新 対 照 簿

大　字　畑　中



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号

畑中2組の1 畑中五丁目 8 4

畑中2組の1 畑中五丁目 8 2

畑中2組の1 畑中五丁目 8 28

畑中2組の1 畑中五丁目 8 29

畑中2組の1 畑中五丁目 8 29

畑中2組の1 畑中五丁目 8 9

畑中2組の1 畑中五丁目 8 10

畑中2組の1 畑中五丁目 8 13

畑中2組の1 畑中五丁目 8 13

畑中2組の1 畑中五丁目 8 27

畑中2組の1 畑中五丁目 8 24

畑中五丁目 8 20

畑中2組の1 畑中五丁目 8 31

大字･地番

大字畑中2の1番地

大字畑中2番地の2

大字畑中3番地の2

大字畑中3番地の6

大字畑中6番地の1

大字畑中6番地の1

大字畑中6番地の3

大字畑中7番地

大字畑中9番地の1

大字畑中97番地の1

大字畑中3番地の5

大字畑中3番地の5

大字畑中3番地の6

世帯主氏名または名称 備　　考
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の1 畑中五丁目 8 1

畑中2組の1 畑中五丁目 8 1

畑中2組の1 畑中四丁目 3 23

畑中2組の1 畑中四丁目 3 23

畑中2組の1 畑中四丁目 3 19

畑中2組の1 畑中四丁目 3 22

畑中2組の2 畑中四丁目 3 16

畑中2組の2 畑中四丁目 3 15

畑中2組の2 畑中四丁目 3 15

畑中2組の2 畑中四丁目 3 10

畑中2組の2 畑中四丁目 3 8

畑中2組の2 畑中四丁目 3 8

畑中2組の2 畑中四丁目 3 8

大字畑中106番地の1

大字畑中106番地の1

大字畑中102番地の2

大字畑中103番地の1

大字畑中103番地の1

大字畑中105番地

大字畑中106番地の1

大字畑中100番地

大字畑中101番地

大字畑中101番地の1

大字畑中97番地の2

大字畑中100番地

大字畑中97番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の3 畑中四丁目 2 22

畑中2組の3 畑中四丁目 2 19

畑中2組の3 畑中四丁目 2 18

畑中2組の3 畑中四丁目 2 21

畑中2組の3 畑中四丁目 2 20

畑中2組の3 畑中四丁目 2 16

畑中2組の3 畑中四丁目 2 14

畑中2組の3 畑中四丁目 2 14

畑中2組の3 畑中四丁目 2 9

畑中2組の3 畑中四丁目 2 10

畑中4組の3 畑中四丁目 2 2

畑中4組の3 畑中四丁目 2 2

畑中4組の3 畑中四丁目 2 3

大字畑中125番地

大字畑中125の1番地

大字畑中127番地の2

大字畑中127番地の4

大字畑中123番地の1

大字畑中133番地の4

大字畑中133番地の5

大字畑中127番地の4

大字畑中128番地の3

大字畑中131番地の2

大字畑中133番地の4

大字畑中125番地の1

大字畑中125番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中4組の3 畑中四丁目 2 4

畑中4組の3 畑中四丁目 2 8

畑中4組の3 畑中四丁目 2 5

畑中4組の3 畑中四丁目 2 5

畑中4組の3 畑中四丁目 2 6

畑中4組の3 畑中四丁目 2 6

畑中4組の3 畑中四丁目 2 7

畑中4組の3 畑中四丁目 2 1

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 22 ﾙｰﾂMK101

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 22 ﾙｰﾂMK102

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 22 ﾙｰﾂMK201

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 22 ﾙｰﾂMK202

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 23

大字畑中140番地の1

大字畑中140番地の1

大字畑中140番地の2

大字畑中134番地の1

大字畑中140番地の1

大字畑中140番地の1

大字畑中133番地の8

大字畑中133番地の8

大字畑中133番地の10

大字畑中133番地の6

大字畑中133番地の7

大字畑中133番地の7

大字畑中133番地の6



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 11

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 9

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 9

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 13

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 10

畑中7組の2 畑中四丁目 1 12

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 7

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 24

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 25

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 27

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 33

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 33

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 36

大字畑中144番地

大字畑中145番地の1

大字畑中142番地の1

大字畑中142番地の1

大字畑中143番地

大字畑中142番地

大字畑中142番地の1

大字畑中146番地

大字畑中147番地

大字畑中146番地

大字畑中143番地の1

大字畑中143番地の2

大字畑中144番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 35

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 39

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 38

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 38

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 41

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 41

畑中7組の2の1 畑中四丁目 1 1

畑中7組の2 畑中四丁目 1 19

畑中4組の2 畑中四丁目 6 11

畑中8組の11 畑中一丁目 5 16

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 32

畑中五丁目 4 1

畑中五丁目 4 1

大字畑中282番地の1

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中147番地

大字畑中149番地

大字畑中172番地

大字畑中151番地の2

大字畑中153番地の2

大字畑中160番地の1

大字畑中183番地

大字畑中150番地

大字畑中150番地

大字畑中151番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中五丁目 4 1

畑中五丁目 4 1

畑中五丁目 4 1

畑中五丁目 4 1

畑中9組 畑中五丁目 5 D-101 刑務所官舎D101

畑中9組 畑中五丁目 5 D-102 刑務所官舎D102

畑中9組 畑中五丁目 5 D-103 刑務所官舎D103

畑中9組 畑中五丁目 5 D-104 刑務所官舎D104

畑中9組 畑中五丁目 5 D-201 刑務所官舎D201

畑中9組 畑中五丁目 5 D-202 刑務所官舎D202

畑中9組 畑中五丁目 5 D-203 刑務所官舎D203

畑中9組 畑中五丁目 5 D-204 刑務所官舎D204

畑中9組 畑中五丁目 5 D-301 刑務所官舎D301

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 D-302 刑務所官舎D302

畑中9組 畑中五丁目 5 D-303 刑務所官舎D303

畑中9組 畑中五丁目 5 D-304 刑務所官舎D304

畑中9組 畑中五丁目 5 D-401 刑務所官舎D401

畑中9組 畑中五丁目 5 D-402 刑務所官舎D402

畑中9組 畑中五丁目 5 D-403 刑務所官舎D403

畑中9組 畑中五丁目 5 D-404 刑務所官舎D404

畑中9組 畑中五丁目 5 E-101 刑務所官舎E101

畑中9組 畑中五丁目 5 E-102 刑務所官舎E102

畑中9組 畑中五丁目 5 E-103 刑務所官舎E103

畑中9組 畑中五丁目 5 E-104 刑務所官舎E104

畑中9組 畑中五丁目 5 E-201 刑務所官舎E201

畑中9組 畑中五丁目 5 E-202 刑務所官舎E202

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 E-203 刑務所官舎E203

畑中9組 畑中五丁目 5 E-204 刑務所官舎E204

畑中9組 畑中五丁目 5 E-301 刑務所官舎E301

畑中9組 畑中五丁目 5 E-302 刑務所官舎E302

畑中9組 畑中五丁目 5 E-303 刑務所官舎E303

畑中9組 畑中五丁目 5 E-304 刑務所官舎E304

畑中9組 畑中五丁目 5 E-401 刑務所官舎E401

畑中9組 畑中五丁目 5 E-402 刑務所官舎E402

畑中9組 畑中五丁目 5 E-403 刑務所官舎E403

畑中9組 畑中五丁目 5 E-404 刑務所官舎E404

畑中9組 畑中五丁目 5 F-101 刑務所官舎F101

畑中9組 畑中五丁目 5 F-102 刑務所官舎F102

畑中9組 畑中五丁目 5 F-103 刑務所官舎F103

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 F-104 刑務所官舎F104

畑中9組 畑中五丁目 5 F-105 刑務所官舎F105

畑中9組 畑中五丁目 5 F-106 刑務所官舎F106

畑中9組 畑中五丁目 5 F-201 刑務所官舎F201

畑中9組 畑中五丁目 5 F-202 刑務所官舎F202

畑中9組 畑中五丁目 5 F-203 刑務所官舎F203

畑中9組 畑中五丁目 5 F-204 刑務所官舎F204

畑中9組 畑中五丁目 5 F-205 刑務所官舎F205

畑中9組 畑中五丁目 5 F-206 刑務所官舎F206

畑中9組 畑中五丁目 5 F-301 刑務所官舎F301

畑中9組 畑中五丁目 5 F-302 刑務所官舎F302

畑中9組 畑中五丁目 5 F-303 刑務所官舎F303

畑中9組 畑中五丁目 5 F-304 刑務所官舎F304

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 F-305 刑務所官舎F305

畑中9組 畑中五丁目 5 F-306 刑務所官舎F306

畑中9組 畑中五丁目 5 F-401 刑務所官舎F401

畑中9組 畑中五丁目 5 F-402 刑務所官舎F402

畑中9組 畑中五丁目 5 F-403 刑務所官舎F403

畑中9組 畑中五丁目 5 F-404 刑務所官舎F404

畑中9組 畑中五丁目 5 F-405 刑務所官舎F405

畑中9組 畑中五丁目 5 F-406 刑務所官舎F406

畑中9組 畑中五丁目 5 F-501 刑務所官舎F501

畑中9組 畑中五丁目 5 F-502 刑務所官舎F502

畑中9組 畑中五丁目 5 F-503 刑務所官舎F503

畑中9組 畑中五丁目 5 F-504 刑務所官舎F504

畑中9組 畑中五丁目 5 F-505 刑務所官舎F505

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 F-506 刑務所官舎F506

畑中9組 畑中五丁目 5 G-101 刑務所官舎G101

畑中9組 畑中五丁目 5 G-102 刑務所官舎G102

畑中9組 畑中五丁目 5 G-103 刑務所官舎G103

畑中9組 畑中五丁目 5 G-104 刑務所官舎G104

畑中9組 畑中五丁目 5 G-105 刑務所官舎G105

畑中9組 畑中五丁目 5 G-106 刑務所官舎G106

畑中9組 畑中五丁目 5 G-201 刑務所官舎G201

畑中9組 畑中五丁目 5 G-202 刑務所官舎G202

畑中9組 畑中五丁目 5 G-203 刑務所官舎G203

畑中9組 畑中五丁目 5 G-204 刑務所官舎G204

畑中9組 畑中五丁目 5 G-205 刑務所官舎G205

畑中9組 畑中五丁目 5 G-206 刑務所官舎G206

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 G-301 刑務所官舎G301

畑中9組 畑中五丁目 5 G-302 刑務所官舎G302

畑中9組 畑中五丁目 5 G-303 刑務所官舎G303

畑中9組 畑中五丁目 5 G-304 刑務所官舎G304

畑中9組 畑中五丁目 5 G-305 刑務所官舎G305

畑中9組 畑中五丁目 5 G-306 刑務所官舎G306

畑中9組 畑中五丁目 5 G-401 刑務所官舎G401

畑中9組 畑中五丁目 5 G-402 刑務所官舎G402

畑中9組 畑中五丁目 5 G-403 刑務所官舎G403

畑中9組 畑中五丁目 5 G-404 刑務所官舎G404

畑中9組 畑中五丁目 5 G-405 刑務所官舎G405

畑中9組 畑中五丁目 5 G-406 刑務所官舎G406

畑中9組 畑中五丁目 5 G-501 刑務所官舎G501

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 5 G-502 刑務所官舎G502

畑中9組 畑中五丁目 5 G-503 刑務所官舎G503

畑中9組 畑中五丁目 5 G-504 刑務所官舎G504

畑中9組 畑中五丁目 5 G-505 刑務所官舎G505

畑中9組 畑中五丁目 5 G-506 刑務所官舎G506

畑中9組 畑中五丁目 6 A-101 刑務所官舎A101

畑中9組 畑中五丁目 6 A-102 刑務所官舎A102

畑中9組 畑中五丁目 6 A-103 刑務所官舎A103

畑中9組 畑中五丁目 6 A-104 刑務所官舎A104

畑中9組 畑中五丁目 6 A-201 刑務所官舎A201

畑中9組 畑中五丁目 6 A-202 刑務所官舎A202

畑中9組 畑中五丁目 6 A-203 刑務所官舎A203

畑中9組 畑中五丁目 6 A-204 刑務所官舎A204

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 6 A-301 刑務所官舎A301

畑中9組 畑中五丁目 6 A-302 刑務所官舎A302

畑中9組 畑中五丁目 6 A-303 刑務所官舎A303

畑中9組 畑中五丁目 6 A-304 刑務所官舎A304

畑中9組 畑中五丁目 6 A-304 刑務所官舎A304

畑中9組 畑中五丁目 6 A-401 刑務所官舎A401

畑中9組 畑中五丁目 6 A-401 刑務所官舎A401

畑中9組 畑中五丁目 6 A-402 刑務所官舎A402

畑中9組 畑中五丁目 6 A-403 刑務所官舎A403

畑中9組 畑中五丁目 6 A-404 刑務所官舎A404

畑中9組 畑中五丁目 6 B-101 刑務所官舎B101

畑中9組 畑中五丁目 6 B-102 刑務所官舎B102

畑中9組 畑中五丁目 6 B-103 刑務所官舎B103

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 6 B-104 刑務所官舎B104

畑中9組 畑中五丁目 6 B-201 刑務所官舎B201

畑中9組 畑中五丁目 6 B-202 刑務所官舎B202

畑中9組 畑中五丁目 6 B-203 刑務所官舎B203

畑中9組 畑中五丁目 6 B-204 刑務所官舎B204

畑中9組 畑中五丁目 6 B-301 刑務所官舎B301

畑中9組 畑中五丁目 6 B-302 刑務所官舎B302

畑中9組 畑中五丁目 6 B-303 刑務所官舎B303

畑中9組 畑中五丁目 6 B-304 刑務所官舎B304

畑中9組 畑中五丁目 6 B-401 刑務所官舎B401

畑中9組 畑中五丁目 6 B-402 刑務所官舎B402

畑中9組 畑中五丁目 6 B-403 刑務所官舎B403

畑中9組 畑中五丁目 6 B-404 刑務所官舎B404

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 6 C-101 刑務所官舎C101

畑中9組 畑中五丁目 6 C-102 刑務所官舎C102

畑中9組 畑中五丁目 6 C-103 刑務所官舎C103

畑中9組 畑中五丁目 6 C-104 刑務所官舎C104

畑中9組 畑中五丁目 6 C-201 刑務所官舎C201

畑中9組 畑中五丁目 6 C-202 刑務所官舎C202

畑中9組 畑中五丁目 6 C-203 刑務所官舎C203

畑中9組 畑中五丁目 6 C-204 刑務所官舎C204

畑中9組 畑中五丁目 6 C-204 刑務所官舎C204

畑中9組 畑中五丁目 6 C-301 刑務所官舎C301

畑中9組 畑中五丁目 6 C-302 刑務所官舎C302

畑中9組 畑中五丁目 6 C-303 刑務所官舎C303

畑中9組 畑中五丁目 6 C-304 刑務所官舎C304

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中9組 畑中五丁目 6 C-401 刑務所官舎C401

畑中9組 畑中五丁目 6 C-402 刑務所官舎C402

畑中9組 畑中五丁目 6 C-403 刑務所官舎C403

畑中9組 畑中五丁目 6 C-404 刑務所官舎C404

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-101 市営1A2-101

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-102 市営1A2-102

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-103 市営1A2-103

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-104 市営1A2-104

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-105 市営1A2-105

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-106 市営1A2-106

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-107 市営1A2-107

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-201 市営1A2-201

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-202 市営1A2-202

大字畑中303番地

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-203 市営1A2-203

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-204 市営1A2-204

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-205 市営1A2-205

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-206 市営1A2-206

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-207 市営1A2-207

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-301 市営1A2-301

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-302 市営1A2-302

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-303 市営1A2-303

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-304 市営1A2-304

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-305 市営1A2-305

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-306 市営1A2-306

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-307 市営1A2-307

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-401 市営1A2-401

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-402 市営1A2-402

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-403 市営1A2-403

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-404 市営1A2-404

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-405 市営1A2-405

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-406 市営1A2-406

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-407 市営1A2-407

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-501 市営1A2-501

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-502 市営1A2-502

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-503 市営1A2-503

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-504 市営1A2-504

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-505 市営1A2-505

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-506 市営1A2-506

畑中2組の4 畑中五丁目 7 1-507 市営1A2-507

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-101 市営2A1-101

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-102 市営2A1-102

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-103 市営2A1-103

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-104 市営2A1-104

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-105 市営2A1-105

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-106 市営2A1-106

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-107 市営2A1-107

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-201 市営2A1-201

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-202 市営2A1-202

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-203 市営2A1-203

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-204 市営2A1-204

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-205 市営2A1-205

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-206 市営2A1-206

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-207 市営2A1-207

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-301 市営2A1-301

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-301 市営2A1-301

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-302 市営2A1-302

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-303 市営2A1-303

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-304 市営2A1-304

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-305 市営2A1-305

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-306 市営2A1-306

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-307 市営2A1-307

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-401 市営2A1-401

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-402 市営2A1-402

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-403 市営2A1-403

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-404 市営2A1-404

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-405 市営2A1-405

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-406 市営2A1-406

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-407 市営2A1-407

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-501 市営2A1-501

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-502 市営2A1-502

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-503 市営2A1-503

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-504 市営2A1-504

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-505 市営2A1-505

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-506 市営2A1-506

畑中2組の4 畑中五丁目 7 2-507 市営2A1-507

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-101 市営1A1-101

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-102 市営1A1-102

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-103 市営1A1-103

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-104 市営1A1-104

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-105 市営1A1-105

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-106 市営1A1-106

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-107 市営1A1-107

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-201 市営1A1-201

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-202 市営1A1-202

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-203 市営1A1-203

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-204 市営1A1-204

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-205 市営1A1-205

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-206 市営1A1-206

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-207 市営1A1-207

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-301 市営1A1-301

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-302 市営1A1-302

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-303 市営1A1-303

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-304 市営1A1-304

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-305 市営1A1-305

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-306 市営1A1-306

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-307 市営1A1-307

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-401 市営1A1-401

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-402 市営1A1-402

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-403 市営1A1-403

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-404 市営1A1-404

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-405 市営1A1-405

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-406 市営1A1-406

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-407 市営1A1-407

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-501 市営1A1-501

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-502 市営1A1-502

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-503 市営1A1-503

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-504 市営1A1-504

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-505 市営1A1-505

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-506 市営1A1-506

畑中2組の4 畑中五丁目 7 3-507 市営1A1-507

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 20

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 23

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 23

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 27

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 25

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 28

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 28

大字畑中303番地の4

大字畑中330番地の1

大字畑中330番地の1

大字畑中331番地の1

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中327番地の1

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中303番地の4

大字畑中331番地の2

大字畑中331番地の3

大字畑中331番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 31

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 31

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 31

畑中7組の3の1 畑中二丁目 11 31

畑中7組の3 畑中五丁目 3 21

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 20

畑中五丁目 3 23

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 26

畑中7組の13 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄ

畑中7組の13 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄｲ

畑中7組の13 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄ

畑中7組の13 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄ6

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 52

大字畑中331番地の5

大字畑中345番地の1

大字畑中345番地の2

大字畑中字大津留346番地の4

大字畑中331番地の5

大字畑中331番地の5

大字畑中331番地の5

大字畑中350番地の1

大字畑中350番地の1

大字畑中347番地の5

大字畑中350番地の1

大字畑中350番地の1

大字畑中380番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 52

畑中五丁目 3 53

畑中五丁目 3 49

畑中7組の3 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄ7

畑中7組の3 畑中五丁目 3 46 田島ｱﾊﾟｰﾄ8

畑中7組の3 畑中五丁目 3 47 田島ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中7組の3 畑中五丁目 3 47 田島ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中7組の3 畑中五丁目 3 47 田島ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 57

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 58

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 59

畑中五丁目 3 63

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

大字畑中381番地の3

大字畑中381番地の3

大字畑中381番地の3

大字畑中381番地１

大字畑中381番地の3

大字畑中381番地の3

大字畑中380番地

大字畑中380番地の1

大字畑中383番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中383番地の1

大字畑中383番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 63 住宅型有料老人ﾎｰﾑ畑中

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 67 庄司ｱﾊﾟｰﾄ2(空室)

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 67 庄司ｱﾊﾟｰﾄ3

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 67 庄司ｱﾊﾟｰﾄ5

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 67 庄司ｱﾊﾟｰﾄ6

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中385番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中385番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 68 庄司ｱﾊﾟｰﾄ7

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 68 庄司ｱﾊﾟｰﾄ8

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 68 庄司ｱﾊﾟｰﾄ9号

畑中7組の3の3 畑中五丁目 3 67 庄司ｱﾊﾟｰﾄ

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 69

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 65

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 66

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 72

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 73

畑中7組の3の2 畑中五丁目 3 3

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE101

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE102

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE103

大字畑中391番地

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中386番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中386番地の1

大字畑中386番地の7

大字畑中389番地の1

大字畑中390番地の1

大字畑中386番地の2

大字畑中386番地の6

大字畑中386番地の7



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE105

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE201

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE203

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE205

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE301

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE302

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE303

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 9-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NE305

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND101

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND102

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND103

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND105

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND201

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND203

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND205

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND301

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND302

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND303

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 10-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中ND305

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC101

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC102

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC103

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC105

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC201

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC203

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC205

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC301

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC302

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC303

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 11-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NC305

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB101

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB102

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB103

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB105

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB201

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB203

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB205

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB301

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB302

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB303

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB305

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 12-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NB305

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA101

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA102

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA103

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA105

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA201

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA202

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA203

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA205

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA301

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA302

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA303

畑中7組の14の1 畑中五丁目 2 13-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NA305

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ106

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ106

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ107

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ108

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ110

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中400番地の1

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中393番地の2

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 16 佐藤ｱﾊﾟｰﾄ205

畑中7組の3の4 畑中二丁目 10 22

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 14 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ東301

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 29

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 28

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 30

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 2

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 3

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 27

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 27

大字畑中402番地の6

大字畑中402番地の7

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1

大字畑中402番地の7

大字畑中401番地の2

大字畑中402番地の5

大字畑中402番地の6

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1

大字畑中400番地の1

大字畑中402番地の8

大字畑中402番地の8



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 5

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-201 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1201

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-202 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1202

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-203 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1203

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-205 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1205

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-301 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1301

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-302 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1302

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-303 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1303

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-305 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1305

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-401 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1401

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-402 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1402

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-403 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1403

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 6-405 第1大分ﾕｰｽｺｰﾎﾟ1405

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の10

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11

大字畑中402番地の11
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 12

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ101

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ301

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ302

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 13 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ303

畑中7組の3の1 畑中二丁目 10 14 甲斐ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中二丁目 9 18

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中402番地の12

大字畑中407番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 18 住宅型有料老人ﾎｰﾑ凪ぎ

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 38

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中409番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1

大字畑中407番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 38

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 35

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 32

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 33

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 34

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 37

畑中7組の3の1 畑中二丁目 9 36

畑中7組の4 畑中二丁目 8 12

畑中7組の6 畑中二丁目 8 54

畑中7組の6 畑中二丁目 8 52

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-201 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ201

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-202 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ202

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-203 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ203

大字畑中410番地の1

大字畑中410番地の4

大字畑中410番地の5

大字畑中409番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中412番地の1

大字畑中414番地

大字畑中415番地の1

大字畑中410番地の6

大字畑中411番地の3

大字畑中411番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-205 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ205

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-206 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ206

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-207 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ207

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-301 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ301

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-302 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ302

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-303 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ303

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-305 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ305

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-306 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ306

畑中7組の7 畑中二丁目 8 50-307 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ307

畑中7組の4 畑中二丁目 8 17

畑中7組の4の2 畑中二丁目 8 16

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN101

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN102

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中416番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中416番地の4

大字畑中416番地の5

大字畑中417番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN103

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN104

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN105

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN106

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN107

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN108

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN109

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN110

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN201

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN202

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN203

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN204

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN205

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN206

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN207

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN208

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN209

畑中7組の5の2 畑中二丁目 8 18 ﾚｵﾊﾟﾚｽZIN210

畑中7組 畑中二丁目 8 48

畑中7組の6 畑中二丁目 8 48

畑中7組の6 畑中二丁目 8 20

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 26

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 21

大字畑中7の5 畑中二丁目 8 45

畑中7組の6 畑中二丁目 7 28

畑中7組の6 畑中二丁目 7 29

大字畑中417番地の1

大字畑中418番地の3

大字畑中419番地の2

大字畑中419番地の5

大字畑中417番地の1

大字畑中418番地の1

大字畑中418番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中417番地の1

大字畑中421番地の1

大字畑中427番地の6

大字畑中427番地の7
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の6 畑中二丁目 7 27 佐藤ﾋﾞﾙ202

畑中7組の6 畑中二丁目 7 25

畑中二丁目 7 42

畑中二丁目 7 7

畑中7組の15 畑中二丁目 7 7

畑中7組の15 畑中二丁目 7 7

畑中7組の15 畑中二丁目 7 7

畑中7組の15 畑中二丁目 7 7

畑中7組の15 畑中二丁目 7 7

畑中8組の1 畑中五丁目 1 7

畑中8組の1 畑中五丁目 1 7

畑中8組の1 畑中五丁目 1 5

畑中8組の1 畑中五丁目 1 5

大字畑中443-1

大字畑中443番地の1

大字畑中443番地の1

大字畑中428番地の3

大字畑中428番地の4

大字畑中433番地

大字畑中452番地の2

大字畑中453番地の1

大字畑中453番地の1

大字畑中443番地の1

大字畑中443番地の1

大字畑中452番地の2

大字畑中443番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中二丁目 8 43

畑中二丁目 8 43

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 27

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 25

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 28

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 29

畑中7組の5の1 畑中二丁目 8 24

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF101

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF102

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF103

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF105

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF201

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF202

大字畑中458番地1

大字畑中458-1

大字畑中460番地

大字畑中464番地の1

大字畑中462番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中460番地の2

大字畑中461番地の2

大字畑中461番地の7

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 5-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF203

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF205

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF301

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF302

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF303

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 5-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NF305

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG101

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG102

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG103

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG103

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG105

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG201

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG202

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG203

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG205

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG301

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG302

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG303

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 6-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NG305

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH101

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH102

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH102

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH103

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH105

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH201

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH202

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH203

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH205

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH301

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH302

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH303

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 7-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NH305

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI101

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI102

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI103

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI105

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI201

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI202

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI203

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI205

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI301

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI302

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI303

畑中7組の14の2 畑中五丁目 2 8-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NI305

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL101

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL102

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL201

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL202

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL301

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 1 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NL302

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK101

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK102

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の1

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK201

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK202

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK301

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 2 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NK302

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ101

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ102

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ103

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ201

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ202

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ203

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ301

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ302

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 3 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NJ303

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-101 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM101

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-102 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM102

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-103 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM103

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-105 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM105

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-106 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM106

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-201 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM201

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-202 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM202

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-203 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM203

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-205 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM205

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-206 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM206

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-301 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM301

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-302 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM302

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-303 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM303

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-305 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM305

畑中7組の14の3 畑中五丁目 2 4-306 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ畑中NM306

畑中8組の1 畑中五丁目 1 2

畑中8組の1 畑中五丁目 1 2

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-1 市営1A1-1

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-2 市営1A1-2

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-3 市営1A1-003

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-4 市営1A1-4

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-5 市営1A1-5号

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-6 市営1A1-6

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-7 市営1A1-7

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-8 市営1A1-8

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-9 市営1A1-9

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中474番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中464番地の13

大字畑中464番地の13

大字畑中474番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-10 市営1A1-10

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-11 市営1A1-11

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-12 市営1A1-12

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-13 市営1A1-13

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-14 市営1A1-14

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-15 市営1A1-15

畑中7組の10 畑中五丁目 1 18-16 市営1A1-16

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-17 市営1A2-17

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-18 市営1A2-18

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-19 市営1A2-19

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-20 市営1A2-20

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-21 市営1A2-21

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-22 市営1A2-22

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-23 市営1A2-23

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-24 市営1A2-24

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-25 市営1A2-25

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-26 市営1A2-26

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-27 市営1A2-27

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-28 市営1A2-28

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-29 市営1A2-29

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-30 市営1A2-30

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-31 市営1A2-31

畑中7組の11 畑中五丁目 1 19-32 市営1A2-32

畑中8組の1 畑中五丁目 1 8

畑中8組の2 畑中二丁目 6 62

畑中8組の1 畑中二丁目 6 48

大字畑中526番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中476番地の1

大字畑中546番地の1

大字畑中553番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の2 畑中二丁目 6 63

畑中8組の2 畑中二丁目 6 64

畑中8組の2 畑中二丁目 6 69

畑中8組の2 畑中二丁目 6 69

畑中8組の2 畑中二丁目 6 57

畑中8組の2 畑中二丁目 6 57

畑中8組の2 畑中二丁目 6 58

畑中8組の2 畑中二丁目 6 58

畑中8組の1 畑中二丁目 6 60

畑中二丁目 6 46

畑中二丁目 6 46

畑中二丁目 6 46

畑中8組の1 畑中二丁目 6 45

大字畑中566番地の2

大字畑中567番地

大字畑中569番地の1

大字畑中569番地の1

大字畑中569番地の1

大字畑中557番地の2

大字畑中557番地の2

大字畑中566番地の1

大字畑中566番地の1

大字畑中566番地の2

大字畑中556番地の1

大字畑中556番地の1

大字畑中569番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の1 畑中二丁目 6 45

畑中8組の1 畑中二丁目 6 41

畑中8組の1 畑中二丁目 6 44

畑中8組の2 畑中二丁目 6 53

畑中8組の2 畑中二丁目 6 43

畑中8組の2 畑中二丁目 6 54

畑中8組の2 畑中二丁目 6 52

畑中8組の2 畑中二丁目 6 39

畑中8組の2 畑中二丁目 6 38 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ畑中101

畑中8組の2 畑中二丁目 6 38 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ畑中101

畑中8組の2 畑中二丁目 6 38 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ畑中102

畑中8組の2 畑中二丁目 6 38 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ畑中201

畑中8組の2 畑中二丁目 6 38 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ畑中202

大字畑中571番地の14

大字畑中571番地の14

大字畑中571番地の14

大字畑中571番地の2

大字畑中571番地の8

大字畑中571番地の9

大字畑中571番地の12

大字畑中571番地の14

大字畑中569番地の2

大字畑中570番地の1

大字畑中570番地の3

大字畑中571番地の1

大字畑中571番地の14



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の2 畑中二丁目 6 40

畑中8組の1 畑中二丁目 6 33

畑中8組の1 畑中二丁目 6 34

畑中8組の1 畑中二丁目 6 34

畑中8組の1 畑中二丁目 6 37

畑中8組の1 畑中二丁目 6 37

畑中10組 畑中二丁目 6 75-101 県営2A2-101

畑中10組 畑中二丁目 6 75-102 県営2A2-102

畑中10組 畑中二丁目 6 75-103 県営2A2-103

畑中10組 畑中二丁目 6 75-104 県営2A2-104

畑中10組 畑中二丁目 6 75-201 県営2A2-201

畑中10組 畑中二丁目 6 75-202 県営2A2-202

畑中10組 畑中二丁目 6 75-203 県営2A2-203

大字畑中575番地の1

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中574番地の2

大字畑中574番地の2

大字畑中575番地の1

大字畑中573番地の7

大字畑中574番地の1

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中10組 畑中二丁目 6 75-204 県営2A2-204

畑中10組 畑中二丁目 6 75-301 県営2A2-301

畑中10組 畑中二丁目 6 75-302 県営2A2-302

畑中10組 畑中二丁目 6 75-303 県営2A2-303

畑中10組 畑中二丁目 6 75-401 県営2A2-401

畑中10組 畑中二丁目 6 75-402 県営2A2-402

畑中10組 畑中二丁目 6 76-101 県営2A1-101

畑中10組 畑中二丁目 6 76-102 県営2A1-102

畑中10組 畑中二丁目 6 76-103 県営2A1-103

畑中10組 畑中二丁目 6 76-104 県営2A1-104

畑中10組 畑中二丁目 6 76-105 県営2A1-105

畑中10組 畑中二丁目 6 76-201 県営2A1-201

畑中10組 畑中二丁目 6 76-202 県営2A1-202

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中10組 畑中二丁目 6 76-203 県営2A1-203

畑中10組 畑中二丁目 6 76-204 県営2A1-204

畑中10組 畑中二丁目 6 76-301 県営2A1-301

畑中10組 畑中二丁目 6 76-302 県営2A1-302

畑中10組 畑中二丁目 6 76-303 県営2A1-303

畑中10組 畑中二丁目 6 76-304 県営2A1-304

畑中10組 畑中二丁目 6 76-401 県営2A1-401

畑中10組 畑中二丁目 6 76-402 県営2A1-402

畑中10組 畑中二丁目 6 76-403 県営2A1-403

畑中10組 畑中二丁目 6 76-404 県営2A1-404

畑中8組の3 畑中二丁目 6 32

畑中8組の3 畑中二丁目 6 30

畑中8組の3 畑中二丁目 6 30

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中577番地

大字畑中578番地の1

大字畑中579番地の1

大字畑中579番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の3 畑中二丁目 6 26

畑中8組の3 畑中二丁目 6 28

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 23

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 23

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 23

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 17

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 20

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 21

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 21

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 19

畑中8組の3 畑中二丁目 6 80

畑中8組の3 畑中二丁目 6 80

畑中8組の3 畑中一丁目 6 10

大字畑中581番地の1

大字畑中582番地

大字畑中583番地

大字畑中580番地の3

大字畑中581番地の1

大字畑中581番地の1

大字畑中580番地の3

大字畑中585番地の2

大字畑中585番地の2

大字畑中585番地の2

大字畑中583番地

大字畑中583番地

大字畑中583番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の3 畑中二丁目 6 24

畑中8組の3 畑中二丁目 6 82

畑中8組の3 畑中二丁目 6 77

畑中8組の3 畑中二丁目 6 78

畑中8組の3 畑中二丁目 6 79

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 84

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 84

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 18

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 16

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘15

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘18

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘20

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘6

大字畑中586番地の2

大字畑中587番地の2

大字畑中587番地の3

大字畑中587番地の4

大字畑中585番地の3

大字畑中593番地

大字畑中593番地

大字畑中593番地

大字畑中593番地

大字畑中590番地

大字畑中590番地

大字畑中593番地

大字畑中593番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘1

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘10

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘11

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘12

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘13

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘13

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘16

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 13 いなみ荘17

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘2

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘3

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘5

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘7

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 12 いなみ荘8

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4

大字畑中593番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 17

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 6 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅠ101

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 6 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅠ102

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 6 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅠ201

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 6 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅠ202

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ101

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ102

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ201

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ201

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ201

畑中8組の10の1 畑中二丁目 3 7 ｾﾋﾟｱｺｰﾄⅡ202

畑中8組の10の2 畑中二丁目 4 29

畑中二丁目 4 1

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の8

大字畑中593番地の9
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中二丁目 4 1

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-201 畑中ﾊｲﾂ201

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-202 畑中ﾊｲﾂ202

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-203 畑中ﾊｲﾂ203

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-301 畑中ﾊｲﾂ301

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-302 畑中ﾊｲﾂ302

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-303 畑中ﾊｲﾂ303

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-401 畑中ﾊｲﾂ401

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-402 畑中ﾊｲﾂ402

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-403 畑中ﾊｲﾂ403

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-501 畑中ﾊｲﾂ501

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-502 畑中ﾊｲﾂ502

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-503 畑中ﾊｲﾂ503

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-503 畑中ﾊｲﾂ503

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-601 畑中ﾊｲﾂ601

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-602 畑中ﾊｲﾂ602

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-603 畑中ﾊｲﾂ603

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-701 畑中ﾊｲﾂ701

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-702 畑中ﾊｲﾂ702

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-801 畑中ﾊｲﾂ801

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-802 畑中ﾊｲﾂ802

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-901 畑中ﾊｲﾂ901

畑中8組の17 畑中二丁目 4 1-902 畑中ﾊｲﾂ902

畑中8組の10の2 畑中二丁目 4 25

畑中8組の10の2 畑中二丁目 4 25

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-101 karin畑中Ⅰ101

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の20

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の11

大字畑中593番地の20

大字畑中607番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-102 ﾌｫﾚｽﾄ2-102

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-103 ﾌｫﾚｽﾄ2-103

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-104 ﾌｫﾚｽﾄ2-104

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-201 第2森ﾋﾞﾙ201

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-202 karin畑中202

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-203 第2森ﾋﾞﾙ203

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-204 第2森ﾋﾞﾙ204

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-301 第2森ﾋﾞﾙ301

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-302 第2森ﾋﾞﾙ302

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-303 第2森ﾋﾞﾙ303

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-304 第2森ﾋﾞﾙ304

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-401 第2森ﾋﾞﾙ401

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-402 第2森ﾋﾞﾙ402

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-403 第2森ﾋﾞﾙ403

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 14-404 第2森ﾋﾞﾙ404

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-101 第3森ﾋﾞﾙ101

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-102 ﾌｫﾚｽﾄ3-102

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-103 第3森ﾋﾞﾙ103

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-104 第3森ﾋﾞﾙ104

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-201 ﾌｫﾚｽﾄ3-201

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-202 第3森ﾋﾞﾙ202

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-203 第3森ﾋﾞﾙ203

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-204 第3森ﾋﾞﾙ204

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-301 第3森ﾋﾞﾙ301

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-302 第3森ﾋﾞﾙ302

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-303 第3森ﾋﾞﾙ303

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-304 第3森ﾋﾞﾙ304

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-401 ﾌｫﾚｽﾄ3-401

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-402 ﾌｫﾚｽﾄ3-402

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-403 第3森ﾋﾞﾙ403

畑中8組の10の4 畑中二丁目 2 22-404 第3森ﾋﾞﾙ404

畑中二丁目 2 34

畑中8組の13 畑中二丁目 2 34

畑中8組の10の1 畑中二丁目 2 32

畑中8組の10の1 畑中二丁目 2 32

畑中8組の10の2 畑中二丁目 2 24

畑中二丁目 2 25

畑中8組の13 畑中二丁目 2 25

畑中8組の10の2 畑中二丁目 2 16

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の3

大字畑中607番地の3

大字畑中607番地の6

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の2

大字畑中607番地の6

大字畑中607番地の10

畑中607番地の11

大字畑中607番地の11

大字畑中607番地の18



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘113

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘115

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘116

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘117

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘118

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘120

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘121

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘122

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘211

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘212

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘213

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘215

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘216

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘217

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘218

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘220

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 第2かわの荘221

畑中8組の13 畑中二丁目 2 27 かわの荘222

畑中8組の13 畑中二丁目 2 34 かわの荘37

畑中8組の13 畑中二丁目 2 34 かわの荘38

畑中8組の10の1 畑中二丁目 2 28

畑中8組の10の1 畑中二丁目 2 28

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-301 P-BOXbuilding301

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-302 P-BOXbuilding302

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-303 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ303

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-305 P-BOXbuilding305

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中607番地の30

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の28

大字畑中607番地の30



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-306 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ306

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-307 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ307

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-308 P-BOXbuilding308

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-310 P-BOXbuilding310

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-311 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ311

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-312 P-BOXbuilding312

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-401 P-BOXbuilding401

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-402 P-BOXbuilding402

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-403 P-BOXbuilding403

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-405 P-BOXbuilding405

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-406 P-BOXbuilding406

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-407 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ407

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-408 P-BOXbuilding408

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-410 P-BOXbuilding410

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-411 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ411

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-412 P-BOXbuilding412

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-413 P-BOXbuilding413

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-501 P-BOXbuilding501

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-502 P-BOXbuilding502

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-503 P-BOXbuilding503

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-505 P-BOXbuilding505

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-506 P-BOXbuilding506

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-507 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾊｲﾂ507

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-508 P-BOXbuilding508

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-510 P-BOXbuilding510

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-511 P-BOXbuilding511

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-512 P-BOXbuilding512

畑中8組の14 畑中二丁目 2 5-513 P-BOXbuilding513

畑中二丁目 2 1 第５豊成ビル

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-201 第5豊成ﾋﾞﾙ201

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-202 第5豊成ﾋﾞﾙ202

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-203 第5豊成ﾋﾞﾙ203

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-205 第5豊成ﾋﾞﾙ205

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-206 第5豊成ﾋﾞﾙ206

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-301 第5豊成ﾋﾞﾙ301

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-302 第5豊成ﾋﾞﾙ302

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-303 第5豊成ﾋﾞﾙ303

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-305 第5豊成ﾋﾞﾙ305

畑中8組の16 畑中二丁目 2 1-306 第5豊成ﾋﾞﾙ306

大字畑中658番地の1

大字畑中658番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

畑中659-1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1

大字畑中659番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中一丁目 2 38

畑中二丁目 1 31

畑中二丁目 1 32

畑中二丁目 1 33

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 34

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-101 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ101

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-102 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ102

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-201 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ201

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-202 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ202

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-203 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ203

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-205 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ205

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-301 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ301

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-302 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ302

大字畑中670-6

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中685番地の1

大字畑中685番地の1

大字畑中685番地の7

大字畑中687番地の1

大字畑中685番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中二丁目 1 6-303 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ303

畑中8組の16 畑中二丁目 1 6-305 ﾄﾖﾅﾘ98ﾋﾞﾙ305

畑中一丁目 5 3

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野101

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野102

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野103

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野201

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野202

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 28 ｾｼﾞｭｰﾙ生野203

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 11

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 19

畑中二丁目 1 24

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 24 ｺｰﾎﾟ河野201

大字畑中691番地の2

大字畑中692番地

大字畑中692番地

大字畑中687番地の1

大字畑中687番地の1

大字畑中700番地

大字畑中700番地

大字畑中692番地

大字畑中697番地

大字畑中699番地

大字畑中692番地

大字畑中692番地

大字畑中692番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 24 ｺｰﾎﾟ河野202

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 24 ｺｰﾎﾟ河野301

畑中8組の10の1 畑中二丁目 1 24 ｺｰﾎﾟ河野302

畑中二丁目 5 1

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 1 県職員独身寮201

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 1 県職員独身寮301

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 1 県職員独身寮305

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 1 県職員独身寮307

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 1 県職員独身寮310

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-101 県職員住宅101

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-102 県職員住宅102

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-103 県職員住宅103

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-104 県職員住宅104

大字畑中700番地

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中700番地

大字畑中700番地

大字畑中701

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-105 県職員住宅105

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-106 県職員住宅106

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-106 県職員住宅106

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-107 県職員住宅107

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-108 県職員住宅108

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-201 県職員住宅201

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-202 県職員住宅202

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-203 県職員住宅203

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-204 県職員住宅204

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-205 県職員住宅205

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-206 県職員住宅206

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-207 県職員住宅207

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-208 県職員住宅208

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-301 県職員住宅301

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-302 県職員住宅302

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-303 県職員住宅303

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-304 県職員住宅304

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-305 県職員住宅305

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-306 県職員住宅306

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-307 県職員住宅307

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-308 県職員住宅308

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-401 県職員住宅401

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-402 県職員住宅402

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-403 県職員住宅403

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-404 県職員住宅404

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-405 県職員住宅405

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-406 県職員住宅406

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-407 県職員住宅407

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-408 県職員住宅408

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-501 県職員住宅501

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-502 県職員住宅502

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-503 県職員住宅503

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-504 県職員住宅504

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-505 県職員住宅505

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-506 県職員住宅506

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-507 県職員住宅507

畑中8組の10の3 畑中二丁目 3 4-508 県職員住宅508

畑中8組の9 畑中一丁目 6 3

畑中8組の9 畑中一丁目 6 3

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中707番地

大字畑中707番地

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5

大字畑中701番地の5
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中一丁目 6 5

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-101 ﾍﾞﾙ畑中101

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-102 ﾍﾞﾙ畑中102

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-102 ﾍﾞﾙ畑中102

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-103 ﾍﾞﾙ畑中103

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-105 ﾍﾞﾙ畑中105

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-106 ﾍﾞﾙ畑中106

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-201 ﾍﾞﾙ畑中201

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-202 ﾍﾞﾙ畑中202

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-203 ﾍﾞﾙ畑中203

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-205 ﾍﾞﾙ畑中205

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-206 ﾍﾞﾙ畑中206

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-206 ﾍﾞﾙ畑中206

大字畑中707番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-301 ﾍﾞﾙ畑中301

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-302 ﾍﾞﾙ畑中302

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-303 ﾍﾞﾙ畑中303

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-305 ﾍﾞﾙ畑中305

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-306 ﾍﾞﾙ畑中306

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-401 ﾍﾞﾙ畑中401

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-402 ﾍﾞﾙ畑中402

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-403 ﾍﾞﾙ畑中403

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-405 ﾍﾞﾙ畑中405

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-406 ﾍﾞﾙ畑中406

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-501 ﾍﾞﾙ畑中501

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-502 ﾍﾞﾙ畑中502

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-503 ﾍﾞﾙ畑中503

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2

大字畑中709番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-505 ﾍﾞﾙ畑中505

畑中8組の9 畑中一丁目 6 1-506 ﾍﾞﾙ畑中506

畑中8組の11 畑中一丁目 5 20

畑中8組の11 畑中一丁目 5 11

畑中8組の11 畑中一丁目 5 15

畑中8組の11 畑中一丁目 5 17

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川101

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川102

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川103

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川104

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川104

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川201

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川202

大字畑中709番地の2

大字畑中710番地の5

大字畑中710番地の6

大字畑中709番地の2

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中710番地の7

大字畑中710番地の8

大字畑中711番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川203

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川203

畑中8組の11B 畑中一丁目 5 23 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ素川204

畑中8組の11 畑中一丁目 5 21

畑中8組の11 畑中一丁目 5 10

畑中8組の11 畑中一丁目 5 10

畑中8組の11 畑中一丁目 5 22

畑中一丁目 4 6

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-101 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ101

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-101 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ101

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-102 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ102

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-201 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ201

畑中8組の11A 畑中一丁目 4 6-202 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ202

大字畑中711番地の1

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中711番地の3

大字畑中711番地の3

大字畑中711番地の4

大字畑中715番地の2

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の1

大字畑中711番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-203 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ203

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-301 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ301

畑中8組の11A 畑中一丁目 4 6-302 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ302

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-303 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ303

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-401 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ401

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-402 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ402

畑中8組の11 畑中一丁目 4 6-403 ﾀｳﾝﾋﾞﾙ403

畑中一丁目 4 10

畑中一丁目 4 10

畑中一丁目 4 8

畑中8組-11 畑中一丁目 4 9

畑中8組の11 畑中一丁目 4 15

畑中8組の11 畑中一丁目 4 16

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の2

大字畑中715番地の6

大字畑中716番地の4

大字畑中716番地の5

大字畑中715番地の3

大字畑中715番地の3

大字畑中715番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の11 畑中一丁目 4 21

畑中一丁目 4 24

畑中8組の9 畑中一丁目 6 24 ｺｰﾎﾟ佐藤103

畑中8組の9 畑中一丁目 6 24 ｺｰﾎﾟ佐藤105

畑中8組の9 畑中一丁目 6 24 ｺｰﾎﾟ佐藤203

畑中8組の9 畑中一丁目 6 24 ｺｰﾎﾟ佐藤205

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤101

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤102

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤102

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤102

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤201

畑中8組の9 畑中一丁目 6 25 ｺｰﾎﾟ佐藤202

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 48

大字畑中717番地の2

大字畑中字素川717番地の4

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中718番地

大字畑中721番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組 畑中一丁目 6 7

畑中8組の9 畑中一丁目 6 8

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 43

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 44

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 50

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 49

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 47

畑中8組の9 畑中一丁目 6 9

畑中一丁目 6 10 ｻﾞ・ﾌｫｰﾁｭﾝ101

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-101 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南101

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-101 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南101

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-102 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南102

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-103 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南103

大字畑中721番地の8

大字畑中721番地の10

大字畑中722番地

大字畑中721番地の5

大字畑中721番地の6

大字畑中721番地の7

大字畑中721-2

大字畑中721番地の4

大字畑中723番地

大字畑中723番地

畑中722

大字畑中723番地

大字畑中723番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-105 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南105

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-106 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南106

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-201 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南201

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-202 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南202

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-203 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南203

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-203 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南203

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-205 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南205

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-205 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南205

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-206 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南206

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-301 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南301

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-302 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南302

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-303 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南303

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-305 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南305

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-306 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南306

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-401 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南401

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-402 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南402

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-403 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南403

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-405 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南405

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-406 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南406

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-501 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南501

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-502 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南502

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-503 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南503

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-503 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南503

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-505 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南505

畑中8組の9B 畑中一丁目 6 18-506 ﾗﾎﾟｰﾙ県病南506

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 41 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅱ201

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中724番地の1

大字畑中723番地

大字畑中723番地

大字畑中723番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 41 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅱ202

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 41 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅱ203

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 41 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅱ205

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-101 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ101

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-102 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ102

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-103 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ103

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-105 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ105

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-106 浅野ｺｰﾎﾟ106

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-107 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ107

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-201 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ201

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-202 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ202

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-203 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ203

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-205 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ205

大字畑中724番地の1

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の1

大字畑中724番地の1

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-206 浅野ｺｰﾎﾟ206

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-207 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ207

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-301 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ301

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-302 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ302

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-303 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ303

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-305 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ305

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-306 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ306

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 40-307 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ畑中Ⅰ307

畑中8組の11 畑中一丁目 4 29

畑中8組の11 畑中一丁目 4 29 木原ｱﾊﾟｰﾄ101

畑中8組の11 畑中一丁目 4 29 木原ｱﾊﾟｰﾄ

畑中8組の11 畑中一丁目 4 31

畑中8組の11 畑中一丁目 4 30

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中727番地の1

大字畑中727番地の1

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中724番地の2

大字畑中727番地の1

大字畑中727番地の2

大字畑中727番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 32

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 33

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ101

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ102

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ103

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ104

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ105

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ106

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ106

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ107

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ108

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ201

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ202

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中729番地

大字畑中730番地の1

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ203

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ204

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ205

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ206

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ207

畑中8組の11C 畑中一丁目 4 67 ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾗﾗ208

畑中8組の8の3 畑中一丁目 4 34

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-201 ﾒｿﾞﾝ府内大橋201

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-202 ﾒｿﾞﾝ府内大橋202

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-203 ﾒｿﾞﾝ府内大橋203

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-205 ﾒｿﾞﾝ府内大橋205

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-206 ﾒｿﾞﾝ府内大橋206

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-301 ﾒｿﾞﾝ府内大橋301

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中731番地の1

大字畑中731番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中730番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-302 ﾒｿﾞﾝ府内大橋302

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-303 ﾒｿﾞﾝ府内大橋303

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-305 ﾒｿﾞﾝ府内大橋305

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-306 ﾒｿﾞﾝ府内大橋306

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-306 ﾒｿﾞﾝ府内大橋306

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-401 ﾒｿﾞﾝ府内大橋401

畑中8組の9 畑中一丁目 6 22-401 ﾒｿﾞﾝ府内大橋401

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 36

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 39

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 39

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 39

畑中一丁目 4 54

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の2

大字畑中731番地の4

大字畑中732-3

大字畑中733番地

大字畑中731番地の3

大字畑中731番地の4

大字畑中731番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ101

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ102

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ201

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ202

畑中8組の8の1 畑中一丁目 4 55 たけだｱﾊﾟｰﾄ203

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 57

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの101

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの102

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの103

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの201

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの202

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの203

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの301

大字畑中733番地

大字畑中733番地

大字畑中733番地

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中733番地

大字畑中733番地

大字畑中734番地の2

大字畑中734番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの302

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 56 ｼﾃｨﾊｲﾂよしの303

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 61

畑中一丁目 4 61

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 60

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 63

畑中8組の8の2 畑中一丁目 4 66

畑中一丁目 4 68

畑中一丁目 4 68

畑中8組の11 畑中一丁目 4 71

畑中8組の11 畑中一丁目 4 72 ｳｲﾝｸﾞﾊｳｽSHIN101

畑中8組の11 畑中一丁目 4 72 ｳｲﾝｸﾞﾊｳｽSHIN201

畑中一丁目 4 70

大字畑中736番地の1

大字畑中737番地の4

大字畑中739番地の1

大字畑中735番地の2

大字畑中735番地の2

大字畑中735番地の3

大字畑中734番地の4

大字畑中734番地の4

大字畑中740番地の2

大字畑中740番地の5

大字畑中739番地の1

大字畑中740番地の2

大字畑中740番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中一丁目 4 70

畑中8-11 畑中一丁目 4 1

畑中8組の11 畑中一丁目 4 1

畑中一丁目 4 1

畑中一丁目 4 5

畑中一丁目 2 30

畑中8組の12 畑中一丁目 2 21

畑中8組の12 畑中一丁目 2 20

畑中8組の12 畑中一丁目 2 19

畑中8組の12 畑中一丁目 2 19

畑中8組の12 畑中一丁目 1 15

畑中8組の12 畑中一丁目 1 14 ｼｬｰﾒｿﾞﾝ豊府101

畑中8組の12 畑中一丁目 1 14 ｼｬｰﾒｿﾞﾝ豊府102

大字畑中741番地

大字畑中741大分ｼｰﾄﾋﾞﾙ1F

畑中741-2番地

大字畑中750番地の2

大字畑中750番地の1

大字畑中741番地

大字畑中761番地の1

大字畑中761番地の2

大字畑中761番地の2

大字畑中754番地

大字畑中754番地

大字畑中754番地

大字畑中740番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の12 畑中一丁目 1 14 ｼｬｰﾒｿﾞﾝ豊府201

畑中8組の12 畑中一丁目 1 14 ｼｬｰﾒｿﾞﾝ豊府202

畑中8組の12 畑中一丁目 1 17

畑中8組の12 畑中一丁目 2 74 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中Ⅱ

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中101

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中102

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中201

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中202

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中203

畑中8組の12 畑中一丁目 2 75 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中205

畑中8組の12 畑中一丁目 2 74 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中Ⅱ201

畑中8組の12 畑中一丁目 2 74 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中Ⅱ202

畑中8組の12 畑中一丁目 2 74 ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ畑中Ⅱ203

大字畑中761番地の2

大字畑中761番地の2

大字畑中761番地の6

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地

大字畑中766番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ101

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ101

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ102

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ103

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ105

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ201

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ203

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ202

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 76 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅢ205

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ102

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ101

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ103

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ105

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中767番地の1

大字畑中769番地の1

大字畑中769番地の1

大字畑中769番地の1

大字畑中769番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ201

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ202

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ203

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 77 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅠ205

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ101

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ102

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ103

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ105

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ201

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ202

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ203

畑中8組の12A 畑中一丁目 2 78 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄⅡ205

畑中一丁目 2 9

大字畑中769番地の1

大字畑中769番地の1

大字畑中770番地

大字畑中769番地の1

大字畑中769番地の1

大字畑中770番地

大字畑中775番地

大字畑中770番地

大字畑中770番地

大字畑中770番地

大字畑中770番地

大字畑中770番地

大字畑中770番地

- 102 -



- 103 -

大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中一丁目 3 1

畑中一丁目 3 1

畑中一丁目 3 1

畑中8組の8の2 畑中一丁目 3 16

畑中8組の8の2 畑中一丁目 3 17

畑中一丁目 3 19

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-101 CREA COURT畑中101

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-102 CREA COURT畑中102

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-103 CREA COURT畑中103

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-105 CREA COURT畑中105

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-106 CREA COURT畑中106

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-201 CREA COURT畑中201

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-202 CREA COURT畑中202

大字畑中780番地の1

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中785番地の1

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中780番地の1

大字畑中782番地の3

大字畑中784番地の1

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中字素川781番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-203 CREA COURT畑中203

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-205 CREA COURT畑中205

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-206 CREA COURT畑中206

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-301 CREA COURT畑中301

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-302 CREA COURT畑中302

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-303 CREA COURT畑中303

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-305 CREA COURT畑中305

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-306 CREA COURT畑中306

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-401 CREA COURT畑中401

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-402 CREA COURT畑中402

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-403 CREA COURT畑中403

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-405 CREA COURT畑中405

畑中8組の7D 畑中一丁目 3 24-406 CREA COURT畑中406

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6

大字畑中787番地の6
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-103 多々良ﾊｲﾂⅡ103

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-201 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ201

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-202 多々良ﾊｲﾂⅡ202

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-203 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ203

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-205 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中205

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-301 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中301

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-302 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中302

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-303 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中303

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-305 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ305

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-401 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中401

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-402 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中402

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-403 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中403

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-405 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中405

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-501 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中501

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-502 多々良ﾊｲﾂⅡ502

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-503 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中503

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-505 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中505

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-601 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ601

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-602 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ602

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-602 畑中Rｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ602

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-603 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中603

畑中8組の7A 畑中一丁目 9 4-605 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ畑中605

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ1

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ2

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ3

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ4

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中790番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ5

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ6

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ7

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ8

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ8

畑中8組の7 畑中一丁目 9 11 岡ｱﾊﾟｰﾄ209

畑中8組の7 畑中一丁目 9 7

畑中8組の7 畑中一丁目 9 7

畑中8組の7 畑中一丁目 9 7

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-101

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-102

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-201

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-202

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中792番地の1

大字畑中792番地の1

大字畑中792番地の1

大字畑中791番地の4

大字畑中791番地の4

大字畑中792番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の1

大字畑中791番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-205

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川101

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川102

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川103

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川105

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川Ⅰ201

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川Ⅰ202

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川Ⅰ203

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 16 ｾｼﾞｭｰﾙ素川Ⅰ205

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-103

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-105

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-106

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-203

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の1

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3

大字畑中792番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の6B 畑中一丁目 8 19 ｾｼﾞｭｰﾙ素川2-206

畑中8組の7 畑中一丁目 8 22

畑中8組の7 畑中一丁目 8 22

畑中8組の7 畑中一丁目 8 23

畑中8組の7 畑中一丁目 8 47

畑中8組の7 畑中一丁目 8 47

畑中8組の7 畑中一丁目 8 27

畑中8組の7 畑中一丁目 8 28

畑中8組の7 畑中一丁目 8 29

畑中8組の7 畑中一丁目 8 29

畑中8組の7 畑中一丁目 8 26

畑中8組の7 畑中一丁目 8 25

畑中8組の7 畑中一丁目 8 32

大字畑中793番地の1

大字畑中794番地の1

大字畑中794番地の2

大字畑中792番地の3

大字畑中793番地の1

大字畑中795番地の1

大字畑中796番地の1

大字畑中794番地の9

大字畑中794番地の9

大字畑中795番地の1

大字畑中794番地の2

大字畑中794番地の3

大字畑中794番地の7



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7 畑中一丁目 8 33

畑中8組の7 畑中一丁目 8 45

畑中8組の7 畑中一丁目 8 48

畑中8組の7 畑中一丁目 8 49

畑中8組の7 畑中一丁目 8 46

畑中8組の6 畑中一丁目 8 13

畑中一丁目 8 4

畑中一丁目 8 4

畑中一丁目 8 4

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-101 ﾍﾘﾃｰｼﾞ畑中101

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-102 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中102

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-103 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中103

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-105 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中105

大字畑中796番地の2

大字畑中799番地の1

大字畑中799-1

大字畑中797番地の4

大字畑中798番地

大字畑中799番1号

大字畑中797番地の1

大字畑中797番地の3

大字畑中797番地の3

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-201 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中201

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-202 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中202

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-203 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中203

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-205 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中205

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-301 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中301

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-302 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中302

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-303 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中303

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-305 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中305

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-401 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中401

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-401 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中401

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-402 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中402

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-403 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中403

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-405 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中405

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-501 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中501

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-502 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中502

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-503 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中503

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-505 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中505

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-602 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中602

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-603 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中603

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-605 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中605

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-702 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中702

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-702 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中702

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-703 ﾍﾘﾃｰｼﾞ畑中703

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-703 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中703

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-705 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中705

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-802 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中802

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-803 ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ畑中803

畑中8組の15 畑中一丁目 8 9-805 ﾍﾘﾃｰｼﾞ畑中805

畑中8組の6 畑中一丁目 8 51

畑中8組の6 畑中一丁目 8 54

畑中8組の6 畑中一丁目 8 52

畑中8組の6 畑中一丁目 8 55

畑中8組の6 畑中一丁目 7 7

畑中8組の6 畑中一丁目 7 10

畑中8組の7 畑中一丁目 8 43

畑中8組の6 畑中一丁目 7 15

畑中8組の6 畑中一丁目 7 4

畑中8組の6 畑中一丁目 7 4

畑中8組の7 畑中一丁目 8 40

大字畑中801番地

大字畑中801番地

大字畑中801番地

大字畑中799番地の4

大字畑中799番地の4

大字畑中801番地

大字畑中803番地の2

大字畑中803番地

大字畑中803番地の1

大字畑中803番地の1

大字畑中802番地の1

大字畑中802番地の1

大字畑中802番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7 畑中一丁目 8 39

畑中8組の7 畑中一丁目 8 39

畑中一丁目 7 2

畑中8組の7 畑中一丁目 8 38

畑中一丁目 8 35

畑中8組の6 畑中一丁目 7 19 ﾒｿﾞﾝﾘﾍﾞﾙﾃ101

畑中8組の6 畑中一丁目 7 19 ﾒｿﾞﾝﾘﾍﾞﾙﾃ102

畑中8組の6 畑中一丁目 7 19 ﾒｿﾞﾝﾘﾍﾞﾙﾃ201

畑中8組の6 畑中一丁目 7 19 ﾒｿﾞﾝﾘﾍﾞﾙﾃ202

畑中8組の6 畑中一丁目 7 20

畑中8組の6 畑中一丁目 7 1 ｻﾝﾊｲﾂｼｰｶﾞﾙ101

畑中8組の6 畑中一丁目 7 1 ｻﾝﾊｲﾂｼｰｶﾞﾙ102

畑中8組の6 畑中一丁目 7 1 ｻﾝﾊｲﾂｼｰｶﾞﾙ201

大字畑中804番地の2

大字畑中804番地の2

大字畑中806番地の5

大字畑中806番地の5

大字畑中806番地の5

大字畑中805-1

大字畑中805番地の2

大字畑中806-1

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の5

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の6
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の6 畑中一丁目 7 1 ｻﾝﾊｲﾂｼｰｶﾞﾙ202

畑中8組の6 畑中一丁目 7 12

畑中8組の6 畑中一丁目 7 12

畑中8組の6 畑中一丁目 7 20

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 88

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 88

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 3

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 3

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 4

畑中8組の4の2 畑中二丁目 6 86 ｺｰﾎﾟ安東201

畑中8組の4の2 畑中二丁目 6 86 ｺｰﾎﾟ安東202

畑中二丁目 6 5

畑中二丁目 6 6

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の6

大字畑中806番地の6

大字畑中807番地の1

大字畑中807番地の4

大字畑中807番地の4

大字畑中807番地の9

大字畑中808番地

大字畑中808番地

大字畑中807番地の1

畑中809-1

大字畑中810番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 6

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 6

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1 畑中二丁目 6 7

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-105 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分105

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-201 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分201

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-202 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分202

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-202 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分202

大字畑中810番地の7

大字畑中810番地の7

大字畑中810番地の7

大字畑中810番地の7

大字畑中810番地の7

大字畑中810番地の7

大字畑中811番地

大字畑中810番地の5

大字畑中811番地

大字畑中810番地の5

大字畑中810番地の7

大字畑中811番地

大字畑中811番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-203 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分203

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-203 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分203

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-205 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分205

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-301 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分301

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-302 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分302

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-303 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分303

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-305 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分305

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-401 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分401

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-402 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分402

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-403 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分403

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-405 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分405

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-501 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分501

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-502 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分502

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-503 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分503

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-505 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分505

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-601 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分601

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-602 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分602

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-603 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分603

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-605 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分605

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-701 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分701

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-702 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分702

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-703 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分703

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-705 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分705

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-801 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分801

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-802 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分802

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-802 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分802

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-803 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分803

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-805 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分805

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-901 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分901

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-902 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分902

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-903 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分903

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-905 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分905

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1001 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1001

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1002 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1002

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1003 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1003

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1005 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1005

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1101 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1101

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1102 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1102

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1103 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1103

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1105 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1105

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1201 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1201

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1202 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1202

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1203 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1203

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1205 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1205

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1301 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1301

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1302 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1302

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1303 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1303

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1305 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1305

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1401 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1401

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1402 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1402

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1403 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1403

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1405 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1405

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中811番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1501 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1501

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1502 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1502

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1503 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1503

畑中8組の4の1A 畑中二丁目 6 11-1505 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽｻﾝﾘｰﾄﾞ南大分1505

畑中8組の4の1 畑中二丁目 7 3

畑中8組の4の1 畑中二丁目 7 1

畑中8組 畑中二丁目 7 2

畑中8組の4の1 畑中二丁目 7 1

畑中二丁目 7 47

畑中二丁目 7 48

畑中二丁目 7 46

畑中二丁目 7 46

畑中二丁目 7 46

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中815番地の1

大字畑中811番地

大字畑中811番地

大字畑中817番地の1

大字畑中816-1

大字畑中817番地の1

大字畑中817番地の1

大字畑中815番地の4

大字畑中字中園815番地4

大字畑中815番地の4

大字畑中816-1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中二丁目 7 46

畑中二丁目 7 6

畑中一丁目 10 8

畑中一丁目 10 6

畑中8組の5 畑中一丁目 10 6 ﾒｿﾞﾝﾊﾟﾙﾃ201

畑中8組の5 畑中一丁目 10 6 ﾒｿﾞﾝﾊﾟﾙﾃ202

畑中8組の5 畑中一丁目 10 6 ﾒｿﾞﾝﾊﾟﾙﾃ203

畑中8組の5 畑中一丁目 10 6 ﾒｿﾞﾝﾊﾟﾙﾃ204

畑中8組の5 畑中一丁目 10 5

畑中8組の5 畑中一丁目 10 4

畑中一丁目 10 90

畑中8組の5A 畑中一丁目 10 81

畑中8組の5A 畑中一丁目 10 82

畑中820番地

大字畑中825番地の1

大字畑中817番地の1

大字畑中827番地の4

大字畑中829番地の1

大字畑中831番地の1

大字畑中827番地の1

大字畑中827番地の1

大字畑中827番地の3

大字畑中827番地の1

大字畑中827番地の1

大字畑中827番地の1

大字畑中831番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の5A 畑中一丁目 10 83

畑中8組の5A 畑中一丁目 10 84

畑中8組の5A 畑中一丁目 10 85

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-101 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館101

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-102 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館102

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-103 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館103

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-105 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館105

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-106 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館106

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-201 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館201

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-202 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館202

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-203 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館203

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-205 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館205

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-206 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館206

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中831番地の6

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中831番地の4

大字畑中831番地の5

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-301 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館301

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-302 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館302

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-303 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館303

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-305 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館305

畑中8組の6C 畑中一丁目 10 78-306 ｾｼﾞｭｰﾙ参番館306

畑中一丁目 10 75

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-101 ｻｳｽｼﾃｨ畑中101

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-102 ｻｳｽｼﾃｨ畑中102

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-103 ｻｳｽｼﾃｨ畑中103

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-105 ｻｳｽｼﾃｨ畑中105

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-201 ｻｳｽｼﾃｨ畑中201

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-202 ｻｳｽｼﾃｨ畑中202

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-203 ｻｳｽｼﾃｨ畑中203

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中833番地の1

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中833番地の1

大字畑中835番地の1

大字畑中836番地の6
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-205 ｻｳｽｼﾃｨ畑中205

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-301 ｻｳｽｼﾃｨ畑中301

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-302 ｻｳｽｼﾃｨ畑中302

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-303 ｻｳｽｼﾃｨ畑中303

畑中8組の7B 畑中一丁目 10 68-305 ｻｳｽｼﾃｨ畑中305

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-101 BLUE･SKY鴻川101

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-102 BLUE･SKY鴻川102

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-103 BLUE･SKY鴻川103

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-105 BLUE･SKY鴻川105

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-106 BLUE･SKY鴻川106

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-107 BLUE･SKY鴻川107

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-108 BLUE･SKY鴻川108

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-110 BLUE･SKY鴻川110

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中836番地の6

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-111 BLUE･SKY鴻川111

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-201 BLUE･SKY鴻川201

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-202 BLUE･SKY鴻川202

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-203 BLUE･SKY鴻川203

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-205 BLUE･SKY鴻川205

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-206 BLUE･SKY鴻川206

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-207 BLUE･SKY鴻川207

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-208 BLUE･SKY鴻川208

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-210 BLUE･SKY鴻川210

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-211 BLUE･SKY鴻川211

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-212 BLUE･SKY鴻川212

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-301 BLUE･SKY鴻川301

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-302 BLUE･SKY鴻川302

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-303 BLUE･SKY鴻川303

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-305 BLUE･SKY鴻川305

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-306 BLUE･SKY鴻川306

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-307 BLUE･SKY鴻川307

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-308 BLUE･SKY鴻川308

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-310 BLUE･SKY鴻川310

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-311 BLUE･SKY鴻川311

畑中8組の7C 畑中一丁目 10 64-312 BLUE･SKY鴻川312

畑中三丁目 4 32-403 ﾌｫﾚｽﾄ7-403

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中101

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中102

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中103

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中105

大字畑中839番地の1

大字畑中839番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中839番地

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中837番地の1

大字畑中839番地の1

大字畑中839番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中106

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中107

畑中7組の12C 畑中一丁目 10 58 ﾄﾚｽﾃｰﾗ畑中108

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-101 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ101

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-102 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ102

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-103 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ103

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-105 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ105

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-106 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ106

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-201 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ201

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-202 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ202

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-203 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ203

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-205 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ205

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-206 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ206

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の1

大字畑中839番地の1

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の1

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-301 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ301

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-302 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ302

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-303 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ303

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-305 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ305

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-305 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ305

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-306 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ306

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-401 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ401

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-402 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ402

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-403 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ403

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-405 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ405

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-406 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ406

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-501 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ501

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-502 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ502

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-503 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ503

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-505 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ505

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-505 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ505

畑中7組の12E 畑中一丁目 10 59-506 ｱﾝ･ｼｬﾄｳ506

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ101

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ102

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ103

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ105

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ106

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ201

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ202

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ203

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ205

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の2

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3

大字畑中839番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の12D 畑中一丁目 10 56 ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰ206

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA101

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA102

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA103

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA201

畑中7組の12 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA202

畑中7組の12 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA202

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA203

畑中7組の12 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA301

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA302

畑中7組の12A 畑中一丁目 10 53 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝA303

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 37

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 36

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中839番地の3

大字畑中841番地の1

大字畑中843番地の2

大字畑中843番地の6

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1

大字畑中841番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 33

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 33

畑中一丁目 10 33

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 33

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 33

畑中7組の1 畑中一丁目 10 50

畑中7組の1 畑中一丁目 10 50

畑中7組の1 畑中一丁目 10 50

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB101

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB102

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB103

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB201

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB202

大字畑中845番地の1

大字畑中845番地の2

大字畑中845番地の2

大字畑中844番地

大字畑中845番地の1

大字畑中845番地の1

大字畑中844番地

大字畑中844番地

大字畑中844番地

大字畑中844番地

大字畑中845番地の2

大字畑中845番地の2

大字畑中845番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB203

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB301

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB302

畑中7組の12B 畑中一丁目 10 51 ﾌｧｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝB303

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘1

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘2

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘3

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘5

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘6

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘7

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘8

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘10

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘11

大字畑中845番地の2

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中845番地の2

大字畑中845番地の2

大字畑中845番地の2

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 28 永富荘12

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 29

畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N101

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N102

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N103

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N201

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N202

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N203

畑中7組の1の2A 畑中一丁目 10 27 ｱﾑｰﾙH･N204

畑中三丁目 3 55

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI101

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI102

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI201

大字畑中847番地の1

大字畑中847番地の10

大字畑中847番地の12

大字畑中848番地の1

大字畑中848番地の3

大字畑中847番地の12

大字畑中847番地の12

大字畑中847番地の12

畑中847番地12

大字畑中847番地の12

大字畑中847番地の12

大字畑中848番地の3

大字畑中848番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI202

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI301

畑中7組の9A 畑中一丁目 10 26 ｾﾝﾁｭﾘｰKI302

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-101 WINDOM畑中101

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-102 WINDOM畑中102

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-103 WINDOM畑中103

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-105 WINDOM畑中105

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-201 WINDOM畑中201

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-202 WINDOM畑中202

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-203 WINDOM畑中203

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-205 WINDOM畑中205

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-301 WINDOM畑中301

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-302 WINDOM畑中302

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中848番地の3

大字畑中848番地の3

大字畑中849番地の1

大字畑中848番地の3

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中849番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-303 WINDOM畑中303

畑中7組の6A 畑中一丁目 10 22-305 WINDOM畑中305

畑中一丁目 10 20

畑中7組の6 畑中一丁目 10 14

畑中7組の6 畑中一丁目 10 15

畑中7組の6 畑中一丁目 10 18

畑中7組の6 畑中一丁目 10 17

畑中7-6組 畑中二丁目 7 14

畑中7-6組 畑中二丁目 7 14

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-201 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中201

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-202 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中202

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-202 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中202

大字畑中849番地の1

大字畑中850番地の3

大字畑中851番地の1

大字畑中851番地の1

大字畑中849番地の1

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中851番地の1

大字畑中851番地の3

大字畑中852番地の1

大字畑中852番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-301 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中301

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-302 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中302

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-302 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中302

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-401 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中401

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-402 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中402

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-501 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中501

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-502 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中502

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-601 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中601

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-602 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中602

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-602 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中602

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-701 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中701

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-702 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中702

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-801 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中801

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-802 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中802

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-901 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中901

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-902 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中902

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1001 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1001

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1002 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1002

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1101 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1101

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1102 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1102

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1201 ドｩﾍﾟｰﾙ畑中1201

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1201 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1201

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1202 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1202

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1301 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1301

畑中7組の6B 畑中二丁目 7 21-1302 ﾄﾞｩﾍﾟｰﾙ畑中1302

畑中7組の6 畑中二丁目 7 17

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の3

大字畑中852番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中二丁目 7 16

畑中7組の6 畑中二丁目 7 16 

畑中7組の6 畑中二丁目 7 24

畑中二丁目 8 56

畑中7組の6 畑中二丁目 8 1

畑中7組の6 畑中二丁目 8 59

畑中二丁目 8 55

畑中7-6組 畑中二丁目 8 2

畑中二丁目 8 3

畑中二丁目 8 3

畑中7組の6 畑中二丁目 8 4

畑中7組の6 畑中三丁目 3 52

畑中7組の6 畑中三丁目 3 52

大字畑中855番地の5

大字畑中855番地の6

大字畑中856-3

大字畑中853番地の3

大字畑中855番地の1

大字畑中852番地の5

大字畑中852番地の5

大字畑中855番地の8

大字畑中858番地の1

大字畑中856番地3

大字畑中856番地3

大字857番地の1

大字畑中858番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 45 丸田ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 45 三段畑ｱﾊﾟｰﾄ

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 45 丸田ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 45 丸田ｱﾊﾟｰﾄ205

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 45 丸田ｱﾊﾟｰﾄ206

畑中7組1の2 畑中一丁目 10 41

畑中7組の1の2 畑中一丁目 10 41

畑中7組の1の2 畑中三丁目 3 40

畑中11組の4 畑中三丁目 3 37

畑中11組の4 畑中三丁目 3 35

畑中11組の4 畑中三丁目 3 34

畑中11組の4 畑中三丁目 3 33

畑中11組の4 畑中三丁目 3 32

大字畑中860番地の1

大字畑中860番地の1

大字畑中860番地の1

大字畑中861番地の3

大字畑中860番地の3

大字畑中860-3

大字畑中860番地の1

大字畑中860番地の1

大字畑中862番地の3

大字畑中862番地の5

大字畑中862番地の6

大字畑中862番地の7

大字畑中862番地の8
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中11組の4 畑中三丁目 3 31

畑中11組の4 畑中三丁目 3 30

畑中11組の4 畑中三丁目 3 29

畑中11組の4 畑中三丁目 3 28

畑中11組の4 畑中三丁目 3 27

畑中11組の4 畑中三丁目 3 26

畑中7組の6 畑中三丁目 3 60

畑中三丁目 3 62

畑中二丁目 9 7

畑中7組の4の2 畑中二丁目 9 45

畑中二丁目 9 4

畑中二丁目 9 1

畑中7組の4 畑中二丁目 9 43

大字畑中862番地の11

大字畑中862番地の12

大字畑中862番地の13

大字畑中862番地の9

大字畑中862番地の10

大字畑中866番地の1

大字畑中868番地の6

大字畑中868番地の9

大字畑中868番地の12

大字畑中862番地の14

大字畑中863番地の5

大字畑中864番地の1

大字畑中868番地の8



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の4 畑中二丁目 9 44

畑中7組の4 畑中二丁目 9 44

畑中7組の4 畑中二丁目 9 15

畑中7組の4の2 畑中二丁目 11 40

畑中7組の4の2 畑中二丁目 11 38

畑中7組の4の2 畑中二丁目 11 39

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 6

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 8

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 8

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 9

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 10

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 11

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 12

大字畑中868番地の13

大字畑中868番地の13

大字畑中869番地の1

大字畑中870番地の1

大字畑中873番地の1

大字畑中874番地

大字畑中876番地の2

大字畑中876番地の2

大字畑中876番地の2

大字畑中875番地の1

大字畑中875番地の1

大字畑中875番地の1

大字畑中875番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 13

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 17

畑中7組の2の2 畑中二丁目 11 19

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 16

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 15

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 14

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 12

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 7

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 18

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 26

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 22

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 24

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中101

大字畑中876番地の2

大字畑中877番地の1

大字畑中877番地の3

大字畑中887番地の1

大字畑中887番地の2

大字畑中887番地の4

大字畑中880番地の5

大字畑中881番地

大字畑中886番地の1

大字畑中880番地の2

大字畑中880番地の3

大字畑中880番地の1

大字畑中889番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中102

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中103

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中201

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中202

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 27 ﾌﾛｰﾚﾝｽ畑中203

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 28

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-101 第8森ﾋﾞﾙ101

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-102 ﾌｫﾚｽﾄ8-102

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-103 第8森ﾋﾞﾙ103

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-104 第8森ﾋﾞﾙ104

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-105 ﾌｫﾚｽﾄ8-105

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-105 ﾌｫﾚｽﾄ8-105

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-201 第8森ﾋﾞﾙ201

大字畑中889番地の4

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中889番地の3

大字畑中889番地の3

大字畑中889番地の3

大字畑中889番地の3

大字畑中889番地の3

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-202 第8森ﾋﾞ202

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-203 第8森ﾋﾞﾙ203

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-204 第8森ﾋﾞﾙ204

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-205 第8森ﾋﾞﾙ205

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-301 ﾌｫﾚｽﾄ8-301

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-302 第8森ﾋﾞﾙ302

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-303 第8森ﾋﾞﾙ303

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-304 第8森ﾋﾞﾙ304

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-305 第8森ﾋﾞﾙ305

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-401 第8森ﾋﾞﾙ401

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-402 第8森ﾋﾞﾙ402

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-403 第8森ﾋﾞﾙ403

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-404 第8森ﾋﾞﾙ404

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中14組の2 畑中三丁目 4 35-405 第8森ﾋﾞﾙ405

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-101 第7森ﾋﾞﾙ101

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-102 第7森ﾋﾞﾙ102

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-103 第7森ﾋﾞﾙ103

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-104 ﾌｫﾚｽﾄ7-104

畑中14組 畑中三丁目 4 32-201 第7森ﾋﾞﾙ201

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-202 第7森ﾋﾞﾙ202

畑中14組 畑中三丁目 4 32-203 第7森ﾋﾞﾙ203

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-204 第7森ﾋﾞﾙ204

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-301 ﾌｫﾚｽﾄ7-301

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-302 ﾌｫﾚｽﾄ7-302

畑中14組 畑中三丁目 4 32-303 第7森ﾋﾞﾙ303

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-304 ﾌｫﾚｽﾄ7-304

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の1

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-401 ﾌｫﾚｽﾄ7-401

畑中14組 畑中三丁目 4 32-402 第7森ﾋﾞﾙ402

畑中14組 畑中三丁目 4 32-404 ﾌｫﾚｽﾄ7-404

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-501 第7森ﾋﾞﾙ501

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-502 ﾌｫﾚｽﾄ7-502

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-503 第7森ﾋﾞﾙ503

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-504 第7森ﾋﾞﾙ504

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-601 第7森ﾋﾞﾙ601

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-602 ﾌｫﾚｽﾄ7-602

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-603 ﾌｫﾚｽﾄ7-603

畑中14組の1 畑中三丁目 4 32-604 ﾌｫﾚｽﾄ7-604

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN101

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN102

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2

大字畑中893番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN103

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN105

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN201

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN202

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN203

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 5 ﾄﾞﾐｰﾙSHIN205

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 4

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-201 第10森ﾋﾞﾙ201

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-202 第10森ﾋﾞﾙ202

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-203 ﾌｫﾚｽﾄ10-203

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-204 第10森ﾋﾞﾙ204

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-205 第10森ﾋﾞﾙ205

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-206 第10森ﾋﾞﾙ206

大字畑中894番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中895番地の1

大字畑中894番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中894番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-301 ﾌｫﾚｽﾄ10-301

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-302 第10森ﾋﾞﾙ302

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-303 第10森ﾋﾞﾙ303

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-304 第10森ﾋﾞﾙ304

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-305 ﾌｫﾚｽﾄ10-305

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-306 第10森ﾋﾞﾙ306

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-401 第10森ﾋﾞﾙ401

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-402 第10森ﾋﾞﾙ402

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-403 第10森ﾋﾞﾙ403

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-404 第10森ﾋﾞﾙ404

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-405 第10森ﾋﾞﾙ405

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-406 第10森ﾋﾞﾙ406

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-501 第10森ﾋﾞﾙ501

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-502 第10森ﾋﾞﾙ502

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-503 第10森ﾋﾞﾙ503

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-504 ﾌｫﾚｽﾄ10-504

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-505 第10森ﾋﾞﾙ505

畑中14組の3 畑中三丁目 4 36-506 ﾌｫﾚｽﾄ10-506

畑中7組の2の2 畑中三丁目 4 2

畑中三丁目 4 3

畑中13組 畑中三丁目 4 42-101 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ101

畑中13組 畑中三丁目 4 42-102 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ102

畑中13組 畑中三丁目 4 42-103 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ103

畑中13組 畑中三丁目 4 42-104 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ104

畑中13組 畑中三丁目 4 42-105 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ105

畑中13組 畑中三丁目 4 42-106 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ106

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中895番地の4

大字畑中895番地の4

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中895番地の2

大字畑中901番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中13組 畑中三丁目 4 42-107 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ107

畑中13組 畑中三丁目 4 42-110 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ110

畑中13組 畑中三丁目 4 42-201 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ201

畑中13組 畑中三丁目 4 42-202 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ202

畑中13組 畑中三丁目 4 42-203 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ203

畑中13組 畑中三丁目 4 42-204 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ204

畑中13組 畑中三丁目 4 42-205 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ205

畑中13組 畑中三丁目 4 42-206 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ206

畑中13組 畑中三丁目 4 42-207 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ207

畑中13組 畑中三丁目 4 42-208 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ208

畑中13組 畑中三丁目 4 42-209 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ209

畑中13組 畑中三丁目 4 42-210 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ210

畑中13組 畑中三丁目 4 42-301 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ301

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中13組 畑中三丁目 4 42-302 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ302

畑中13組 畑中三丁目 4 42-303 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ303

畑中13組 畑中三丁目 4 42-304 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ304

畑中13組 畑中三丁目 4 42-304 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ304

畑中13組 畑中三丁目 4 42-304 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ304

畑中13組 畑中三丁目 4 42-305 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ305

畑中13組 畑中三丁目 4 42-306 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ306

畑中13組 畑中三丁目 4 42-307 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ307

畑中13組 畑中三丁目 4 42-308 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ308

畑中13組 畑中三丁目 4 42-309 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ309

畑中13組 畑中三丁目 4 42-310 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ310

畑中13組 畑中三丁目 4 42-401 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ401

畑中13組 畑中三丁目 4 42-402 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ402

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中13組 畑中三丁目 4 42-403 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ403

畑中13組 畑中三丁目 4 42-404 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ404

畑中13組 畑中三丁目 4 42-405 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ405

畑中13組 畑中三丁目 4 42-406 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ406

畑中13組 畑中三丁目 4 42-406 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ406

畑中13組 畑中三丁目 4 42-407 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ407

畑中13組 畑中三丁目 4 42-408 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ408

畑中13組 畑中三丁目 4 42-409 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ409

畑中13組 畑中三丁目 4 42-410 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ410

畑中13組 畑中三丁目 4 42-410 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ410

畑中13組 畑中三丁目 4 42-108 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ108

畑中13組 畑中三丁目 4 42-109 第4みのりﾏﾝｼｮﾝ109

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 92

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地

大字畑中901番地の10

大字畑中901番地の28

大字畑中903番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 90

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 89

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 86

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 85

畑中11組の1 畑中三丁目 3 4

畑中11組の1 畑中三丁目 3 5

畑中11組の1 畑中三丁目 3 6

畑中11組の1 畑中三丁目 3 7

畑中11組の1 畑中三丁目 3 7

畑中11組の1 畑中三丁目 3 8

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺102

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞIKEBE101

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺102

大字畑中903番地の13

大字畑中904番地の1

大字畑中904番地の2

大字畑中903番地の7

大字畑中903番地の8

大字畑中903番地の10

大字畑中905番地の1

大字畑中904番地の5

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中904番地の3

大字畑中904番地の4

大字畑中904番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺102

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺103

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞIKEBE105

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺201

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞIKEBE202

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞIKEBE202

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞIKEBE202

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺203

畑中11組の3 畑中三丁目 3 25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ池辺205

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 78

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 79

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 80

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 81

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中906番地の5

大字畑中906番地の6

大字畑中906番地の8

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中906番地の4

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1

大字畑中905番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の2の4 畑中三丁目 3 83

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 55

畑中7組の4 畑中三丁目 3 64

畑中7組の4 畑中三丁目 3 64

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 66

畑中7の4 畑中三丁目 3 76

畑中三丁目 3 76

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 68

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 69

畑中7組の4 畑中三丁目 3 70

畑中7組の4 畑中三丁目 3 71

畑中7組の4 畑中三丁目 3 72

畑中7組の4 畑中三丁目 3 72

大字畑中908番地の2

大字畑中909番地の3

大字畑中909番地の4

大字畑中909番地の5

大字畑中909番地の6

大字畑中908番地の3

大字畑中908番地の5

大字畑中908番地の5

大字畑中906番地の10

大字畑中908番地の2

大字畑中908番地の2

大字畑中909番地の7

大字畑中909番地の7
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 73

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 73

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 73

畑中7組の4の1 畑中三丁目 3 67

畑中11組の2 畑中三丁目 3 24

畑中11組の2 畑中三丁目 3 23

畑中11組の2 畑中三丁目 3 22

畑中11組の2 畑中三丁目 3 21

畑中11組の2 畑中三丁目 3 20

畑中11組の2 畑中三丁目 3 19

畑中11組の2 畑中三丁目 2 29

畑中11組の1 畑中三丁目 2 24

畑中11組の1 畑中三丁目 2 25

大字畑中910番地の3

大字畑中910番地の4

大字畑中910番地の5

大字畑中909番地の8

大字畑中909番地の8

大字畑中910番地の2

大字畑中909番地の8

大字畑中909番地の10

大字畑中913番地

大字畑中913番地

大字畑中910番地の6

大字畑中910番地の7

大字畑中912番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中11組の2 畑中三丁目 2 30

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ101

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ101

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ102

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ103

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ201

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ202

畑中7組の1の2E 畑中三丁目 2 22 ﾃﾞｨｱｽﾛｾﾞ203

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 21

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 20

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 16

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 15

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 14

大字畑中914番地の1

大字畑中914番地の1

大字畑中914番地の1

大字畑中913番地の4

大字畑中915番地の5

大字畑中915番地の6

大字畑中915番地の7

大字畑中914番地の1

大字畑中914番地の4

大字畑中914番地の5

大字畑中914番地の1

大字畑中914番地の1

大字畑中914番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 14

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 12

畑中三丁目 2 12

畑中三丁目 2 12

畑中7組の1の2F 畑中三丁目 2 13

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森102

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森102

畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森103

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森201

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森202

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森203

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森205

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 7 ｺｰﾎﾟ森206

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916-1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中915番地の8

大字畑中915番地の12

大字畑中915番地の7

大字畑中915番地の8

大字畑中915番地の8

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ101

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ102

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ103

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ105

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 9 森ｱﾊﾟｰﾄ205

畑中7組 畑中三丁目 2 10

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 10

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮301

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮301

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮301

大字畑中916番地の1

大字畑中916-5

大字畑中916番地の5

大字畑中917番地の3

大字畑中916番地の1

大字畑中917番地の3

大字畑中917番地の3

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1

大字畑中916番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮302

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮302

畑中7組の8 畑中一丁目 11 5 菊屋寮302

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 3

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-201

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-202

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-203

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-301

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-302

畑中7組の1の2 畑中三丁目 2 19 ｺｰﾎﾟ矢野第2-303

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 7

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 7

畑中一丁目 11 9

大字畑中917番地の3

大字畑中917番地の7

大字畑中917番地の3

大字畑中917番地の3

大字畑中918番地の3

大字畑中918番地の4

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の1

大字畑中918番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中一丁目 11 9

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 14

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 14

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 15

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 15

畑中7組の1の2 畑中一丁目 11 12

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ101

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ102

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ103

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ104

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ105

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ106

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ107

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中919番地の4

大字畑中919番地の4

大字畑中919番地の6

大字畑中無田918番地の4

大字畑中919番地の1

大字畑中919番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

- 162 -



- 163 -

大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ108

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ109

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ110

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ111

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ201

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ202

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ203

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ204

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ205

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ206

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ207

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ208

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ209

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中920番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ210

畑中7の1の2E組 畑中一丁目 11 17 ﾚｵﾈｸｽﾄめぐみﾌｨｰﾙﾄﾞ211

畑中一丁目 11 4

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB101

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB102

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB103

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB201

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB202

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 7 森ｱﾊﾟｰﾄB203

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA101

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA102

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA103

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA105

大字畑中920番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中920番地の1

大字畑中字無田921番

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA106

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA201

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA201

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA202

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA203

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA205

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 8 森ｱﾊﾟｰﾄA206

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5

畑中一丁目 12 5

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-101 ﾌｫﾚｽﾄ1-101

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-101 ﾌｫﾚｽﾄ1-101

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中927番地の1

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中927番地の1

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-102 第1森ﾋﾞﾙ102

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-103 ﾌｫﾚｽﾄ1-103

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-103 ﾌｫﾚｽﾄ1-103

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-105 第1森ﾋﾞﾙ105

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-201 ﾌｫﾚｽﾄ1-201

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-202 第1森ﾋﾞﾙ202

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-203 ﾌｫﾚｽﾄ1-203

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-205 ﾌｫﾚｽﾄ1-205

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-301 ﾌｫﾚｽﾄ1-301

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-302 ﾌｫﾚｽﾄ1-302

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-303 ﾌｫﾚｽﾄ1-303

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 5-305 第1森ﾋﾞﾙ305

畑中6組の3の5 畑中一丁目 12 6

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の3

大字畑中928番地の5
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-101 県病宿舎101

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-102 県病宿舎102

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-103 県病宿舎103

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-104 県病宿舎104

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-111 県病宿舎111

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-112 県病宿舎112

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-113 県病宿舎113

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-114 県病宿舎114

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-115 県病宿舎115

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-116 県病宿舎116

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-201 県病宿舎201

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-202 県病宿舎202

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-203 県病宿舎203

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-204 県病宿舎204

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-211 県病宿舎211

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-212 県病宿舎212

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-213 県病宿舎213

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-214 県病宿舎214

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-215 県病宿舎215

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-216 県病宿舎216

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-301 県病宿舎301

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-302 県病宿舎302

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-303 県病宿舎303

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-304 県病宿舎304

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-311 県病宿舎311

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-312 県病宿舎312

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-313 県病宿舎313

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-314 県病宿舎314

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-315 県病宿舎315

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-316 県病宿舎316

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-401 県病宿舎401

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-402 県病宿舎402

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-403 県病宿舎403

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-404 県病宿舎404

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-411 県病宿舎411

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-412 県病宿舎412

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-413 県病宿舎413

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-414 県病宿舎414

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-415 県病宿舎415

畑中6組の3の6 畑中一丁目 12 2-416 県病宿舎416

畑中6-6-3 畑中三丁目 1 5

畑中三丁目 1 5

畑中6組の3の3 畑中三丁目 1 5 さぬきやﾋﾞﾙ301

畑中6組の3の3 畑中三丁目 1 5 さぬきやﾋﾞﾙ401

畑中三丁目 2 58

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野第1-201

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野第1-202

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野第1-203

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野第1-301

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野第1-302

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 58 ｺｰﾎﾟ矢野303

大字畑中934番地の2

大字畑中934番地の2

大字畑中934番地の2

大字畑中929番地の3

大字畑中929番地の3

大字畑中934番地の2

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6

大字畑中934番地の6
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中三丁目 2 2

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 48

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 47

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 46

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 46

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 44

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 45

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 49

畑中三丁目 2 38

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-101 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分101

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-102 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分102

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-103 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分103

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-105 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分105

大字畑中935-1

大字畑中938番地の2

大字畑中936番地の2

大字畑中936番地の3

大字畑中936番地の5

大字畑中936番地の5

大字畑中936番地の7

大字畑中936番地の8

大字畑中937番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-106 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分106

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-201 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分201

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-202 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分202

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-203 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分203

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-205 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分205

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-206 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分206

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-301 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分301

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-302 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分302

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-303 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分303

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-305 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分305

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-306 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分306

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-401 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分401

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-402 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分402

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-403 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分403

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-405 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分405

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-406 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分406

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-501 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分501

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-501 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分501

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-502 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分502

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-503 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分503

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-505 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分505

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-506 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分506

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-601 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分601

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-602 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分602

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-602 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分602

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-603 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分603

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-605 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分605

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-606 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分606

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-702 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分702

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-703 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分703

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-802 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分802

畑中6組の4 畑中三丁目 2 38-802 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ南大分802

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 42

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 42

畑中11組の2 畑中三丁目 2 33

畑中7組の1の3 畑中三丁目 6 2

畑中7組の1の3 畑中三丁目 6 2

畑中7組の1の3 畑中三丁目 6 2

畑中7組の1の3A 畑中三丁目 6 29

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中938番地の2

大字畑中945番地

大字畑中945番地

大字畑中945番地

大字畑中938番地の12

大字畑中938番地の12

大字畑中940番地

大字畑中945番地の3
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の3A 畑中三丁目 6 29

畑中7組の1の3A 畑中三丁目 6 29

畑中7組の1の3A 畑中三丁目 6 29

畑中7組の1の3C 畑中三丁目 6 29

畑中5組の4 畑中三丁目 6 10

畑中5組の4 畑中三丁目 6 10

畑中5組の4 畑中三丁目 6 4

畑中5組の4 畑中三丁目 6 6

畑中5組の4 畑中三丁目 6 8

畑中5組の4 畑中三丁目 6 28

畑中5組の4 畑中三丁目 6 28

畑中5組の4 畑中三丁目 6 23

畑中5組の4 畑中三丁目 6 23

大字畑中946番地

大字畑中946番地

大字畑中947番地

大字畑中945番地の3

大字畑中945番地の3

大字畑中945番地の3

大字畑中945番地の3

大字畑中948番地

大字畑中952番地の2

大字畑中952番地の2

大字畑中947番地

大字畑中947番地の1

大字畑中948番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の4 畑中三丁目 6 23

畑中5組の4 畑中三丁目 6 12

畑中5組の4 畑中三丁目 6 12

畑中5組の4 畑中三丁目 6 21

畑中5組の4 畑中三丁目 6 22

畑中5組の4 畑中三丁目 6 15

畑中5組の4 畑中三丁目 6 17

畑中5組の4 畑中三丁目 6 17

畑中5組の4 畑中三丁目 7 11

畑中5組の4 畑中三丁目 7 12

畑中5組の4 畑中三丁目 7 13

畑中5組の4 畑中三丁目 7 14

畑中5組の4 畑中三丁目 7 14

大字畑中952番地の2

大字畑中953番地の2

大字畑中953番地の2

大字畑中957番地の1

大字畑中957番地の1

大字畑中957番地の1

大字畑中956番地の3

大字畑中956番地の3

大字畑中957番地の1

大字畑中955番地の1

大字畑中955番地の1

大字畑中956番地の2

大字畑中957番地の1
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-101 第2さぬきやﾋﾞﾙ101

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-102 第2さぬきやﾋﾞﾙ102

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-103 第2さぬきやﾋﾞﾙ103

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-104 第2さぬきやﾋﾞﾙ104

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-201 第2さぬきやﾋﾞﾙ201

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-202 第2さぬきやﾋﾞﾙ202

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-203 第2さぬきやﾋﾞﾙ203

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-204 第2さぬきやﾋﾞﾙ204

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-301 第2さぬきやﾋﾞﾙ301

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-301 第2さぬきやﾋﾞﾙ301

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-301 第2さぬきやﾋﾞﾙ301

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-302 第2さぬきやﾋﾞﾙ302

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-303 第2さぬきやﾋﾞﾙ303

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地

大字畑中958番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の3 畑中三丁目 7 5-304 第2さぬきやﾋﾞﾙ304

畑中5組の4 畑中三丁目 7 7

畑中5組の4 畑中三丁目 7 18

畑中5組の4 畑中三丁目 7 19

畑中5組の4 畑中三丁目 7 17

畑中5組の4 畑中三丁目 7 21

畑中5組の4 畑中三丁目 7 22

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-101 新栄ﾋﾞﾙ101

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-101 新栄ﾋﾞﾙ101

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-102 新栄ﾋﾞﾙ102

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-103 新栄ﾋﾞﾙ103

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-105 新栄ﾋﾞﾙ105

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-201 新栄ﾋﾞﾙ201

大字畑中958番地の2

大字畑中962番地の1

大字畑中962番地の1

大字畑中958番地

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中963番地

大字畑中963番地

大字畑中963番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-202 新栄ﾋﾞﾙ202

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-203 新栄ﾋﾞﾙ203

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-205 新栄ﾋﾞﾙ205

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-206 新栄ﾋﾞﾙ206

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-301 新栄ﾋﾞﾙ301

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-302 新栄ﾋﾞﾙ302

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-303 新栄ﾋﾞﾙ303

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-305 新栄ﾋﾞﾙ305

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-305 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ305

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-306 新栄ﾋﾞﾙ306

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-401 新栄ﾋﾞﾙ401

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-402 新栄ﾋﾞﾙ402

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-403 新栄ﾋﾞﾙ403

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-405 新栄ﾋﾞﾙ405

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-405 新栄ﾋﾞﾙ405

畑中5組の5 畑中三丁目 7 1-406 新栄ﾋﾞﾙ406

畑中5組の5C 畑中三丁目 7 33

畑中5組の5C 畑中三丁目 7 32

畑中5組の5C 畑中三丁目 7 30

畑中6組の3の1 畑中三丁目 7 31

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 53

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 53

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 53

畑中6組の3の2 畑中三丁目 2 53

畑中5組の5 畑中三丁目 7 28

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI101

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の11

大字畑中966番地の4

大字畑中966番地の4

大字畑中964番地の8

大字畑中964番地の3

大字畑中964番地の10

大字畑中964番地の9

大字畑中967番地の1

大字畑中966番地の4

大字畑中966番地の4

大字畑中967番地の5
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI102

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI103号

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI103

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI103

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI103

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI201

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI202

畑中5組の5 畑中三丁目 7 27 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽSI203

畑中6組の2 畑中三丁目 1 27

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ101

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ102

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ103

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ201

大字畑中972番地の1

大字畑中972番地の1

大字畑中970番地の1

大字畑中972番地の1

大字畑中972番地の1

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5

大字畑中967番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中6組の2 畑中三丁目 1 33 松田ｱﾊﾟｰﾄ203

畑中6組の2 畑中三丁目 1 34

畑中6組の2 畑中三丁目 1 37

畑中6組の2 畑中三丁目 １ 38

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-201 ｺｰﾎﾟNAGATOMI201

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-202 ｺｰﾎﾟNAGATOMI202

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-203 ｺｰﾎﾟNAGATOMI203

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-204 ｺｰﾎﾟNAGATOMI204

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-205 ｺｰﾎﾟNAGATOMI205

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-301 ｺｰﾎﾟNAGATOMI301

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-302 ｺｰﾎﾟNAGATOMI302

大字畑中973番地の1

大字畑中974番地の1

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中974番地の1

大字畑中976番地

大字畑中972番地の1

大字畑中972番地の1

大字畑中972番地の1

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-303 ｺｰﾎﾟNAGATOMI303

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-304 ｺｰﾎﾟNAGATOMI304

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-305 ｺｰﾎﾟNAGATOMI305

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-305 ｺｰﾎﾟNAGATOMI305

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-401 ｺｰﾎﾟNAGATOMI401

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-402 ｺｰﾎﾟNAGATOMI402

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-403 ｺｰﾎﾟNAGATOMI403

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-404 ｺｰﾎﾟNAGATOMI404

畑中6組の3の7 畑中三丁目 1 23-405 ｺｰﾎﾟNAGATOMI405

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 22

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 17

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 19

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 18

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中977番地の3

大字畑中977番地の6

大字畑中976番地

大字畑中977番地の1

大字畑中977番地の2

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地

大字畑中976番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 20

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 10

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-101 ｺｰﾎﾟいけべ101

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-102 ｺｰﾎﾟいけべ102

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-103 ｺｰﾎﾟいけべ103

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-105 ｺｰﾎﾟいけべ105

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-106 ｺｰﾎﾟいけべ106

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-201 ｺｰﾎﾟいけべ201

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-202 ｺｰﾎﾟいけべ202

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-203 ｺｰﾎﾟいけべ203

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-205 ｺｰﾎﾟいけべ205

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-206 ｺｰﾎﾟいけべ206

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-301 ｺｰﾎﾟいけべ301

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中978番地の3

大字畑中978番地の5
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-302 ｺｰﾎﾟいけべ302

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-303 ｺｰﾎﾟいけべ303

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-305 ｺｰﾎﾟいけべ305

畑中6組の3の4 畑中三丁目 1 8-306 ｺｰﾎﾟいけべ306

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 12 高橋ﾋﾞﾙ

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 12 高橋ﾋﾞﾙ

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 11

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 16

畑中6組の3の1 畑中三丁目 1 15

畑中6組の2 畑中三丁目 10 8

畑中6組の2 畑中三丁目 10 5

畑中6組の2 畑中三丁目 10 11

畑中6組の2 畑中三丁目 10 10

大字畑中980番地の1

大字畑中988番地の1

大字畑中988番地の3

大字畑中982番地の4

大字畑中980番地の5

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中991番地の1

大字畑中991番地の2

大字畑中983番地の1

大字畑中979番地の1

大字畑中980番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の2 畑中三丁目 10 12

畑中6組の2 畑中三丁目 10 13

畑中6組の2 畑中三丁目 9 29

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ101

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ102

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ103

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ201

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ202

畑中5組の2 畑中三丁目 9 33 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙｻﾝﾊｲﾂ203

畑中5組の2 畑中三丁目 9 35

畑中5組の2 畑中三丁目 9 35

畑中6組の2 畑中三丁目 9 11

畑中6組の2 畑中三丁目 9 39

大字畑中999番地

大字畑中999番地

大字畑中999番地

大字畑中993番地

大字畑中997番地

大字畑中999番地

大字畑中999番地

大字畑中991番地の5

大字畑中1001番地の1

大字畑中1001番地の2

大字畑中999番地

大字畑中1000番地

大字畑中1000番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の2 畑中三丁目 9 38

畑中6組の2 畑中三丁目 9 38

畑中6組の2 畑中三丁目 9 41

畑中6組の2 畑中三丁目 9 43

畑中四丁目 2 78

畑中6組の2 畑中三丁目 9 6

畑中5組の2 畑中三丁目 9 5

畑中5組の2 畑中三丁目 9 8

畑中5組の2 畑中三丁目 9 9

畑中5組の2 畑中三丁目 9 13 秦ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中5組の2 畑中三丁目 9 15

畑中5組の2 畑中三丁目 9 15

畑中6組の1 畑中三丁目 9 24

大字畑中1005-2

大字畑中1006番地

大字畑中1001番地の4

大字畑中1003番地

大字畑中1003番地

大字畑中1001番地の4

大字畑中1021番地の1

大字畑中1015番地の1

大字畑中1017番地

大字畑中1017番地

大字畑中1008番地

大字畑中1011番地の1

大字畑中1014番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の1 畑中三丁目 9 28

畑中6組の1 畑中三丁目 9 26

畑中6組の1 畑中三丁目 9 27

畑中6組の1 畑中三丁目 9 25

畑中5組の2 畑中三丁目 9 20

畑中6組の1 畑中三丁目 9 23

畑中5組の2 畑中三丁目 8 25

畑中5組の2 畑中三丁目 8 22

畑中5組の2 畑中三丁目 8 18

畑中5組の2 畑中三丁目 8 27

畑中5組の2 畑中三丁目 8 16 ｴﾝｼﾞｪﾙﾊｳｽT&Y101

畑中5組の2 畑中三丁目 8 16 ｴﾝｼﾞｪﾙﾊｳｽT&Y201

畑中5組の2 畑中三丁目 8 17

大字畑中1021番地の2

大字畑中1021番地の6

大字畑中1025番地

大字畑中1026番地

大字畑中1027番地

大字畑中1023番地の4

大字畑中1024番地

大字畑中1024番地

大字畑中1021番地の7

大字畑中1021番地の8

大字畑中1023番地の3

大字畑中1027番地の2

大字畑中1027番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の2 畑中三丁目 8 13

畑中5組の2 畑中三丁目 8 13

畑中5組の2 畑中三丁目 8 14

畑中5組の1 畑中三丁目 8 11

畑中5組の1 畑中三丁目 8 11

畑中5組の2 畑中三丁目 8 33

畑中5組の1 畑中三丁目 8 12

畑中5組の1 畑中三丁目 8 12

畑中5組の1 畑中三丁目 8 4

畑中5組の1 畑中三丁目 8 1

畑中5組の1 畑中三丁目 5 47

畑中5組の1 畑中三丁目 5 53

畑中5組の1 畑中三丁目 5 53

大字畑中1028番地

大字畑中1028番地

大字畑中1031番地の10

大字畑中1031番地の10

大字畑中1032番地

大字畑中1028番地

大字畑中1031番地の2

大字畑中1031番地の2

大字畑中1031番地の4

大字畑中1034番地の1

大字畑中1034番地の1

大字畑中1033番地の1

大字畑中1032番地の9



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中5組の1 畑中三丁目 5 45

畑中5組の1 畑中三丁目 5 44

畑中5組の1 畑中三丁目 5 40

畑中8組の6 畑中一丁目 7 14

畑中8組の6 畑中一丁目 7 13

畑中5組の1 畑中三丁目 5 34

畑中5組の1 畑中三丁目 5 38

畑中5組の1 畑中三丁目 5 31

畑中5組の1 畑中三丁目 5 30

畑中5組の1 畑中三丁目 5 29

畑中5組の1 畑中三丁目 5 28

畑中5組の1 畑中三丁目 5 27

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 58

大字畑中1038番地

大字畑中1040番地

大字畑中1038番地

大字畑中1039番地の4

大字畑中1039番地の5

大字畑中1039番地の6

大字畑中1039番地の7

大字畑中1039番地の8

大字畑中1037番地

大字畑中1036番地

大字畑中1036番地

大字畑中1037番地

大字畑中1037番地

- 190 -



- 191 -

大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 24

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 24

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 23

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 23

畑中5組の1 畑中三丁目 5 39

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 22

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 22

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 5

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 5

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 6

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 18

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 17

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 7

大字畑中1043番地の1

大字畑中1044番地の1

大字畑中1044番地の1

大字畑中1044番地の1

大字畑中1047番地

大字畑中1040番地の2

大字畑中1047番地

大字畑中1041番地

大字畑中1041番地

大字畑中1042番地

大字畑中1043番地の1

大字畑中1040番地の2

大字畑中1050番地の2



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 1

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 2

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 3

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 3

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 3

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 8

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 9

畑中7組の1の3 畑中三丁目 5 11

畑中12組 畑中三丁目 5 13 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅠ101

畑中12組 畑中三丁目 5 13 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅠ102

畑中12組 畑中三丁目 5 13 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅠ201

畑中12組 畑中三丁目 5 13 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅠ202

畑中12組 畑中三丁目 5 12 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅡ101

大字畑中1051番地

大字畑中1052番地

大字畑中1051番地

大字畑中1051番地

大字畑中1051番地

大字畑中1051番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1051番地

大字畑中1051番地

大字畑中1051番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中12組 畑中三丁目 5 12 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅡ102

畑中12組 畑中三丁目 5 12 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅡ201

畑中12組 畑中三丁目 5 12 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅡ201

畑中12組 畑中三丁目 5 12 ﾓｽﾃｨｻｰｸⅡ202

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 75

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 72

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M101

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M102

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M103

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M105

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M106

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M107

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M108

大字畑中1053番地

大字畑中1054番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1052番地

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M201

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M202

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M202

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M203

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M205

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M206

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M207

畑中7組の1の1A 畑中四丁目 2 73 REST.M208

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 79

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 79

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 83

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 82

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 80

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1055番地の1

大字畑中1057番地の1

大字畑中1057番地の4

大字畑中1055番地の1

大字畑中1057番地の5

大字畑中1056番地

大字畑中1056番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中4組の3 畑中四丁目 2 87

畑中4組の3 畑中四丁目 2 86

畑中4組の3 畑中四丁目 2 55

畑中4組の3 畑中四丁目 2 54

畑中4組の3 畑中四丁目 2 54

畑中4組の3 畑中四丁目 2 57

畑中4組の3 畑中四丁目 2 57

畑中4組の3 畑中四丁目 2 71

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 70

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 69

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 66

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 67

畑中7組の1の1 畑中四丁目 2 68

大字畑中1062番地の4

大字畑中1059番地

大字畑中1066番地の4

大字畑中1066番地の2

大字畑中1065番地

大字畑中1063番地

大字畑中1063番地

大字畑中1062番地の4

大字畑中1059番地

大字畑中1062番地の2

大字畑中1067番地の1

大字畑中1067番地の1

大字畑中1067番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中四丁目 6 15

畑中4組の2 畑中四丁目 6 16

畑中4組の2 畑中四丁目 6 10

畑中4組の2 畑中四丁目 6 6

畑中4組の1 畑中四丁目 6 3

畑中4組の1 畑中四丁目 6 3

畑中4組の1 畑中四丁目 6 17

畑中4組の1 畑中四丁目 6 17

畑中4組の1 畑中四丁目 6 17

畑中4組の2 畑中四丁目 6 19

畑中4組の1 畑中四丁目 6 48

畑中4組の1 畑中四丁目 6 47

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ101

大字畑中1076番地

大字畑中1072番地

大字畑中1077番地の2

大字畑中1078番地の2

大字畑中1074番地

大字畑中1074番地

大字畑中1074番地

大字畑中1075番地

大字畑中1072番地

大字畑中1073番地

大字畑中1073番地

大字畑中1070番地の1

大字畑中1071番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ102

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ201

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ202

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ301

畑中4組の1A 畑中四丁目 6 50 ﾌｫｰﾚｺｼﾈﾙ302

畑中4組 畑中四丁目 7 22

畑中四丁目 7 22

畑中4組の1 畑中四丁目 7 28

畑中4組の1 畑中四丁目 7 26

畑中4組の1 畑中四丁目 7 26

畑中4組の1 畑中四丁目 7 30

畑中6組の1 畑中四丁目 7 19

畑中4組の1 畑中四丁目 7 51

大字畑中1078番地の2

大字畑中1078番地の2

大字畑中1079番地

大字畑中1078番地の2

大字畑中1078番地の2

大字畑中1078番地の2

大字畑中1081番地の3

大字畑中1080番地の5

大字畑中1081番地の1

大字畑中1081番地の2

大字畑中1079番地の3

大字畑中1080番地の1

大字畑中1080番地の5



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の1 畑中四丁目 7 18

畑中6組の1 畑中四丁目 7 17

畑中6組の1 畑中四丁目 7 14

畑中6組の1 畑中四丁目 7 15

畑中6組の1 畑中四丁目 7 13

畑中6組の2 畑中四丁目 7 4

畑中6組の1 畑中四丁目 7 1

畑中6組の1 畑中四丁目 7 65

畑中6組の1 畑中四丁目 7 65

畑中6組の2 畑中四丁目 7 6

畑中6組の2 畑中四丁目 7 7

畑中6組の1 畑中四丁目 7 10

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 58

大字畑中1083番地

大字畑中1083番地

大字畑中1088番地の1

大字畑中1089番地

大字畑中1089番地の2

大字畑中1086番地の2

大字畑中1087番地

大字畑中1088番地の1

大字畑中1084番地の2

大字畑中1084番地の2

大字畑中1084番地の4

大字畑中1090番地

大字畑中1091番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 59

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 60

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 61

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 62

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 71

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 70

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 69

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 68

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 66

畑中6組の2の1 畑中四丁目 7 66

畑中4組の1 畑中四丁目 7 53

畑中4組の1 畑中四丁目 7 34

畑中4組の1 畑中四丁目 7 32

大字畑中1091番地の9

大字畑中1091番地の10

大字畑中1091番地の11

大字畑中1091番地の6

大字畑中1091番地の7

大字畑中1091番地の8

大字畑中1091番地の5

大字畑中1093番地の6

大字畑中1100番地の1

大字畑中1100番地の1

大字畑中1091番地の12

大字畑中1091番地の13

大字畑中1091番地の13



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中4組の1 畑中四丁目 7 33

畑中4組の1 畑中四丁目 6 41

畑中4組の1 畑中四丁目 6 42 秦ｱﾊﾟｰﾄ

畑中4組の1 畑中四丁目 6 42

畑中4組の1 畑中四丁目 6 42

畑中4組の1 畑中四丁目 6 20

畑中4組の2 畑中四丁目 6 21

畑中4組の1 畑中四丁目 6 22

畑中4組の3 畑中四丁目 2 63

畑中4組の2 畑中四丁目 6 23

畑中4組の1 畑中四丁目 5 7

畑中四丁目 6 32

畑中四丁目 6 32

大字畑中1100番地の1

大字畑中1101番地

大字畑中1102番地

大字畑中1101番地

大字畑中1101番地

大字畑中1101番地

大字畑中1112番地の1

大字畑中1105番地

大字畑中1111番地

大字畑中1112番地の1

大字畑中1103番地

大字畑中1104番地

大字畑中1104番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組 畑中四丁目 6 32

畑中3組の2 畑中四丁目 6 32

畑中3組の2 畑中四丁目 6 31

畑中3組の2 畑中四丁目 5 10

畑中3組の2 畑中四丁目 5 15

畑中3組の2 畑中四丁目 5 15

畑中3組 畑中四丁目 5 12

畑中3組の2 畑中四丁目 6 28

畑中3組の4 畑中四丁目 2 49 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽA101

畑中3組の4 畑中四丁目 2 49 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽA102

畑中3組の4 畑中四丁目 2 49 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽA201

畑中3組の4 畑中四丁目 2 49 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽA202

畑中3組の4 畑中四丁目 2 50 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽB101

大字畑中1112番地の1

大字畑中1112番地の2の3

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1113番地の6

大字畑中1113番地の7

大字畑中1114番地

大字畑中1112番地の7

大字畑中1113番地の5

大字畑中1113番地の6

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組の4 畑中四丁目 2 50 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽB102

畑中3組の4 畑中四丁目 2 50 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽB201

畑中3組の4 畑中四丁目 2 50 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽB202

畑中3組の4 畑中四丁目 2 51 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽC101

畑中3組の4 畑中四丁目 2 51 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽC102

畑中3組の4 畑中四丁目 2 51 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽC201

畑中3組の4 畑中四丁目 2 51 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺｽﾓｽC202

畑中3組 畑中四丁目 2 37

畑中3組の5 畑中四丁目 2 42 ﾋﾞｰﾗｲﾝｺｽﾓｽ101

畑中3組の5 畑中四丁目 2 42 ﾋﾞｰﾗｲﾝｺｽﾓｽ101

畑中3組の5 畑中四丁目 2 42 ﾋﾞｰﾗｲﾝｺｽﾓｽ102

畑中3組の5 畑中四丁目 2 42 ﾋﾞｰﾗｲﾝｺｽﾓｽ201

畑中3組の5 畑中四丁目 2 42 ﾋﾞｰﾗｲﾝｺｽﾓｽ202

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の1

大字畑中1114番地の4

大字畑中1114番地の4

大字畑中1114番地の4

大字畑中1114番地の3

大字畑中1114番地の4

大字畑中1114番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組の3 畑中四丁目 2 40

畑中3組 畑中四丁目 2 39

畑中3組 畑中四丁目 2 38

畑中3組の5 畑中四丁目 2 43 ｺｰﾎﾟｼｭﾄｳ101

畑中3組の5 畑中四丁目 2 43 ｺｰﾎﾟｼｭﾄｳ102

畑中3組の5 畑中四丁目 2 43 ｺｰﾎﾟｼｭﾄｳ201

畑中3組の5 畑中四丁目 2 43 ｺｰﾎﾟｼｭﾄｳ201

畑中3組の5 畑中四丁目 2 43 ｺｰﾎﾟｼｭﾄｳ202

畑中3組 畑中四丁目 2 46

畑中3組 畑中四丁目 2 45

畑中3組の3 畑中四丁目 2 44

畑中3組 畑中四丁目 2 35

畑中3組の2 畑中四丁目 2 35

大字畑中1114番地の4

大字畑中1114番地の5

大字畑中1114番地の7

大字畑中1114番地の15

大字畑中1114番地の16

大字畑中1118番地の1

大字畑中1114番地の10

大字畑中1114番地の10

大字畑中1114番地の14

大字畑中1114番地の10

大字畑中1114番地の10

大字畑中1114番地の10

大字畑中1118番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の3 畑中四丁目 2 30

畑中3組 畑中四丁目 2 31

畑中四丁目 2 24

畑中2組の3 畑中四丁目 3 65

畑中2組の3 畑中四丁目 3 66

畑中2組の3 畑中四丁目 3 69

畑中2組の3 畑中四丁目 3 1

畑中2組の3 畑中四丁目 3 1

畑中2組の3 畑中四丁目 3 1

畑中2組の3 畑中四丁目 3 1

畑中2組の3 畑中四丁目 3 59

畑中2組の3 畑中四丁目 3 60

畑中2組の3 畑中四丁目 3 61

大字畑中1121番地の1

大字畑中1122番地

大字畑中1122番地

大字畑中1120番地の1

大字畑中1121番地の1

大字畑中1121番地の1

大字畑中1118番地の2

大字畑中1119番地の2

大字畑中1124番地の5

大字畑中1124番地の6

大字畑中1122番地

大字畑中1122番地

大字畑中1124番地の4
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の3 畑中四丁目 3 62

畑中2組の3 畑中四丁目 3 63

畑中2組の3 畑中四丁目 3 64

畑中2組の2 畑中四丁目 3 54

畑中2組の2 畑中四丁目 3 56

畑中2組の2 畑中四丁目 3 57

畑中2組の2 畑中四丁目 3 12

畑中2組の2 畑中四丁目 3 55

畑中2組の2 畑中四丁目 3 11

畑中2組の2 畑中四丁目 3 53

畑中2組の2 畑中四丁目 3 43

畑中2組の2 畑中四丁目 3 44

畑中2組の2 畑中四丁目 3 45

大字畑中1124番地の8

大字畑中1124番地の9

大字畑中1127番地の6

大字畑中1124番地の7

大字畑中1131番地の8

大字畑中1131番地の10

大字畑中1131番地の11

大字畑中1129番地の3

大字畑中1129番地の4

大字畑中1130番地

大字畑中1128番地の1

大字畑中1128番地の1

大字畑中1129番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の2のA 畑中四丁目 3 48

畑中2組の2 畑中四丁目 3 47

畑中2組の2 畑中四丁目 3 46

畑中1組の2 畑中四丁目 3 33

畑中1組の2 畑中四丁目 3 31

畑中1組の2 畑中四丁目 3 32

畑中2組の2 畑中四丁目 3 24

畑中2組の2 畑中四丁目 3 18

畑中1組の2 畑中四丁目 3 30

畑中1組の2 畑中四丁目 3 30

畑中1組の2 畑中四丁目 3 27

畑中1組の2 畑中四丁目 3 29

畑中1組の2 畑中四丁目 3 35

大字畑中1132番地の2

大字畑中1132番地の5

大字畑中1132番地の8

大字畑中1132番地の1

大字畑中1132番地の1

大字畑中1132番地の1

大字畑中1131番地の12

大字畑中1131番地の13

大字畑中1131番地の14

大字畑中1132番地の11

大字畑中1132番地の8

大字畑中1132番地の9

大字畑中1132番地の10
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中2組の2 畑中四丁目 3 25

畑中四丁目 3 37

畑中1組の2 畑中四丁目 3 36

畑中1組の2 畑中四丁目 3 42

畑中1組の1 畑中四丁目 5 39

畑中1組の1 畑中四丁目 5 36 ﾚﾄｱMR101

畑中1組の1 畑中四丁目 5 36 ﾚﾄｱMR102

畑中1組の1 畑中四丁目 5 36 ﾚﾄｱMR201

畑中1組の1 畑中四丁目 5 36 ﾚﾄｱMR202

畑中1組の1 畑中四丁目 5 35

畑中1組の1 畑中四丁目 5 33

畑中3組 畑中四丁目 5 31

畑中3組の1 畑中四丁目 5 32

大字畑中1134番地の1

大字畑中1134番地の1

大字畑中1134番地の5

大字畑中1133番地

大字畑中1136番地の4

大字畑中1137番地

大字畑中1137番地の3

大字畑中1135番地

大字畑中1135番地

大字畑中1136番地

大字畑中1135番地

大字畑中1135番地

大字畑中1135番地



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組の1 畑中四丁目 5 32

畑中3組の1 畑中四丁目 5 32

畑中3組 畑中四丁目 5 29

畑中3組の1 畑中四丁目 5 28

畑中3組の1 畑中四丁目 5 24

畑中3組の1 畑中四丁目 5 22

畑中3組 畑中四丁目 5 20

畑中3組の2 畑中四丁目 5 21

畑中3組の2 畑中四丁目 5 19

畑中3組の2 畑中四丁目 5 19

畑中3組の2 畑中四丁目 5 19

畑中3組 畑中四丁目 5 51

畑中3組 畑中四丁目 5 51

大字畑中1146番地

大字畑中1143番地の1

大字畑中1143番地の2

大字畑中1145番地の2

大字畑中1140番地

大字畑中1141番地

大字畑中1142番地

大字畑中1137番地の3

大字畑中1137番地の3

大字畑中1138番地

大字畑中1146番地

大字畑中1145番地の2

大字畑中1145番地の2
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組 畑中四丁目 5 17

畑中3組 畑中四丁目 5 17

畑中4組の1 畑中四丁目 7 35

畑中1組の1 畑中四丁目 5 60 矢野アパート

畑中1組の1 畑中四丁目 5 60 矢野ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中1組の1 畑中四丁目 5 60 矢野ｱﾊﾟｰﾄ201

畑中1組の1 畑中四丁目 5 60 矢野ｱﾊﾟｰﾄ202

畑中1組の1 畑中四丁目 5 56

畑中1組の1 畑中四丁目 5 56

畑中1組の1 畑中四丁目 5 53

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB101

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB102

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB103

大字畑中1159番地の4

大字畑中1159番地の4

大字畑中1156番地の3

大字畑中1157番地

大字畑中1159番地の4

大字畑中1153番地の1

大字畑中1153番地の1

大字畑中1156番地の3

大字畑中1152番地

大字畑中1153番地

大字畑中1153番地の1

大字畑中1147番地の1

大字畑中1147番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB201

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB202

畑中3組の1-1A 畑中四丁目 5 49 ﾌﾟﾛｷｼﾏB203

畑中3組 畑中四丁目 5 45

畑中3組の1 畑中四丁目 5 46

畑中1組の1 畑中四丁目 5 42

畑中1組の1 畑中四丁目 4 12

畑中1組の1 畑中四丁目 4 13

畑中1組の1 畑中四丁目 4 9

畑中1組の1 畑中四丁目 4 9

畑中1組の1 畑中四丁目 4 7

畑中1組の1 畑中四丁目 4 6

畑中1組の1 畑中四丁目 4 5

大字畑中1161番地の1

大字畑中1159番地の4

大字畑中1163番地の4

大字畑中1163番地の5

大字畑中1164番地

大字畑中1162番地

大字畑中1163番地の2

大字畑中1163番地の2

大字畑中1160番地

大字畑中1162番地

大字畑中1159番地の4

大字畑中1159番地の4

大字畑中1160番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中1組の1 畑中四丁目 4 5

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘101

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘102

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘103

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘201

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘202

畑中1組の3 畑中四丁目 4 1 白鳩荘203

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 18 J,FestaⅠ101

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 18 J,FestaⅠ102

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 18 J,FestaⅠ201

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 18 J,FestaⅠ202

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ101

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ102大字畑中1168番地の1

大字畑中1168番地の1

大字畑中1166の1番地

大字畑中1166番地の1

大字畑中1166番地の1

大字畑中1164番地

大字畑中1166番地の1

大字畑中1166の1番地

大字畑中1168番地の1

大字畑中1168番地の1

大字畑中1166番地の1

大字畑中1168番地の1

大字畑中1168番地の1



大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ103

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ201

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ202

畑中1組の3C 畑中四丁目 8 19 J,FestaⅡ203

畑中1組の4 畑中四丁目 9 2

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 5

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 3

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 3

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 3

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 1

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 1 岩坂ﾊｳｽ

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ101

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ102

大字畑中1168番地の1

大字畑中1168番地の1

大字畑中1173番地の5

大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の5

大字畑中1173番地の7

大字畑中1173番地の4

大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の5

大字畑中1168番地の1

大字畑中1168番地の1

大字畑中1170番地
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大字名 畑　中

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号大字･地番
世帯主氏名または名称 備　　考

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ103

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ201

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ202

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 2 ﾎﾟｹｯﾄﾊｳｽ203大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の8

大字畑中1173番地の8



旧 新 対 照 簿

大　字　奥　田
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号

畑中1組の3 畑中四丁目 4 35

畑中1組の3 畑中四丁目 4 36

畑中1組の3 畑中四丁目 4 37

畑中1組の3 畑中四丁目 4 37

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ101

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ102

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ103

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ104

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ201

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ202

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ203

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 29 fain･motionⅠ204

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 27 fain･motionⅡ101

世帯主氏名または名称 備　　考

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字･地番

大字奥田325番地の3

大字奥田326番地

大字奥田326番地の4

大字奥田326番地の4

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1



大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 27 fain･motionⅡ102

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 27 fain･motionⅡ102

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 27 fain･motionⅡ201

畑中1組の3B 畑中四丁目 4 27 fain･motionⅡ202

畑中1組の2 畑中四丁目 4 17

畑中1組の2 畑中四丁目 4 17

畑中1組の2 畑中四丁目 4 17

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M101

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞM102

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M102

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M201

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M202

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M301

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田327番地の1

大字奥田328番地の1

大字奥田328番地の2

大字奥田328番地の2

大字奥田328番地の2

大字奥田328番地の2

大字奥田328番地の1

大字奥田328番地の1

大字奥田328番地の2

大字奥田328番地の2
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の2 畑中四丁目 4 19 ﾚﾌｨﾅｰﾃﾞ･M302

畑中1組の2 畑中四丁目 4 21

畑中1組の1 畑中四丁目 4 16

畑中1組の3 畑中四丁目 4 62

畑中1組の3 畑中四丁目 4 62

畑中1組の3 畑中四丁目 4 62

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ101

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ102

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ103

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ201

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ202

畑中1組の4 畑中四丁目 8 26 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ203

畑中1組の3 畑中四丁目 4 59

大字奥田335番地の1

大字奥田335番地の1

大字奥田335番地の1

大字奥田335番地の1

大字奥田335番地の1

大字奥田335番地の1

大字奥田328番地の3

大字奥田329番地の1

大字奥田332番地の3

大字奥田332番地の3

大字奥田332番地の3

大字奥田335番地の2

大字奥田328番地の2



大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ101

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ102

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ103

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ201

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ202

畑中1組の3E 畑中四丁目 4 61 ｽﾃｲｺﾞｰﾙﾄﾞ203

畑中1組の3 畑中四丁目 8 29

畑中1組の3 畑中四丁目 8 29

畑中1組の3 畑中四丁目 4 58

畑中1組の3 畑中四丁目 4 57

畑中1組の3 畑中四丁目 4 57

畑中1組の3 畑中四丁目 8 27 FELICE畑中

畑中1組の3 畑中四丁目 8 28

大字奥田337番地の4

大字奥田337番地の5

大字奥田337番地の6

大字奥田337番地の1

大字奥田337番地の1

大字奥田337番地の2

大字奥田337番地の4

大字奥田336番地の2

大字奥田336番地の2

大字奥田336番地の2

大字奥田336番地の2

大字奥田336番地の2

大字奥田336番地の2
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の3 畑中四丁目 8 28

畑中1組の3 畑中四丁目 4 39

畑中1組の3 畑中四丁目 4 39

畑中1組の3 畑中四丁目 4 41

畑中1組の3 畑中四丁目 4 56

畑中1組の3 畑中四丁目 4 55

畑中1組の3 畑中四丁目 4 55

畑中1-3 畑中四丁目 8 30

畑中1組の3 畑中四丁目 8 30 ﾒｿﾞﾝSHIN201

畑中1組の3 畑中四丁目 8 30 ﾒｿﾞﾝｼﾝ202

畑中1組の3 畑中四丁目 8 30 ﾒｿﾞﾝｼﾝ202

畑中1組の3 畑中四丁目 8 30 ﾒｿﾞﾝｼﾝ202

畑中1組の3 畑中四丁目 8 30 ﾒｿﾞﾝSHIN203

大字奥田340番地の1

大字奥田340番地の1

大字奥田340番地の1

大字奥田340番地の1

大字奥田340番地の1

大字奥田337番地の6

大字奥田338番地の1

大字奥田339番地の4

大字奥田338番地の1

大字奥田338の2番地

大字奥田339番地の1

大字奥田339番地の4

大字奥田340番地の1



大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 50 ｶｰｻｺｼﾈﾙB101

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 50 ｶｰｻｺｼﾈﾙB201

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 51 ｶｰｻｺｼﾈﾙA101

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 51 ｶｰｻｺｼﾈﾙA102

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 51 ｶｰｻｺｼﾈﾙA201

畑中1組の3A 畑中四丁目 4 51 ｶｰｻｺｼﾈﾙA202

明磧町9組の2東 畑中四丁目 8 32 ﾒｿﾞﾝSⅡ101

明磧町9組の2東 畑中四丁目 8 32 ﾒｿﾞﾝSⅡ101

明磧町9組の2東 畑中四丁目 8 32 ﾒｿﾞﾝSⅡ102

明磧町9組の2東 畑中四丁目 8 32 ﾒｿﾞﾝSⅡ201

明磧町9組の2東 畑中四丁目 8 32 ﾒｿﾞﾝSⅡ202

畑中1組の3 畑中四丁目 4 43

畑中1組の3 畑中四丁目 4 49

大字奥田341番地の2

大字奥田341番地の2

大字奥田342番地の1

大字奥田342番地の2

大字奥田341番地の4

大字奥田341番地の4

大字奥田341番地の2

大字奥田341番地の2

大字奥田341番地の2

大字奥田341番地の2

大字奥田341番地の4

大字奥田341番地の4

大字奥田341番地の4
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の3 畑中四丁目 4 48 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやすらぎ

畑中1組の3 畑中四丁目 4 48 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやすらぎ

畑中1組の3 畑中四丁目 4 48 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやすらぎ

畑中1組の3 畑中四丁目 4 48 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやすらぎ

畑中1組の3 畑中四丁目 4 42

畑中1組の3 畑中四丁目 4 44

畑中1組の4 畑中四丁目 8 5

畑中1組の4 畑中四丁目 8 5

畑中1組の4 畑中四丁目 9 11

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 102

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 201

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 202

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 203

大字奥田342番地の4

大字奥田342番地の5

大字奥田342番地の9

大字奥田371番地の3

大字奥田371番地の3

大字奥田371番地の5

大字奥田373番地の23

大字奥田373番地の23

大字奥田373番地の23

大字奥田373番地の23

大字奥田342番地の4

大字奥田342番地の4

大字奥田342番地の4



大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 301

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 303

畑中1組の4 畑中四丁目 8 16

畑中1組の4 畑中四丁目 8 16

畑中1組の4 畑中四丁目 8 14

畑中1組の4 畑中四丁目 8 12

畑中1組の4 畑中四丁目 8 10

畑中1組の4 畑中四丁目 8 10

畑中1組の4 畑中四丁目 8 10

畑中1組の4 畑中四丁目 8 10

畑中1-4組 畑中四丁目 8 8

畑中1組の4 畑中四丁目 8 7

畑中1組の4 畑中四丁目 8 7

大字奥田375番地の6

大字奥田375番地の6

大字奥田375番地の1

大字奥田375番地の10

大字奥田375番地の2

大字奥田375番地の1

大字奥田375番地の5

大字奥田375番地の6

大字奥田373番地の23

大字奥田373番地の23

大字奥田375番地の6

大字奥田375番地の8

大字奥田375番地の10
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中1組の4 畑中四丁目 8 6

畑中1組の4 畑中四丁目 9 6

畑中1組の4 畑中四丁目 9 7

畑中1組の4 畑中四丁目 9 10

畑中1組の4 畑中四丁目 9 8

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 17

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 13

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 12

畑中4組の1の1 畑中四丁目 10 16

畑中4組1の1 畑中四丁目 11 3

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 14

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 14

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 10

大字奥田375番地の16

大字奥田378番地の14

大字奥田377番地の1

大字奥田378番地の5

大字奥田378番地の6

大字奥田378番地の7

大字奥田378番地の8

大字奥田378番地の11

大字奥田378番地の12

大字奥田378番地の12

大字奥田375番地の11

大字奥田375番地の16

大字奥田377番地の3



大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 12

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 3

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 3 ｶﾙﾌｰﾙ畑中A101

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 3 ｶﾙﾌｰﾙ畑中A102

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 3 ｶﾙﾌｰﾙ畑中A201

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 3 ｶﾙﾌｰﾙ畑中A202

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 4

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 4 ｶﾙﾌｰﾙ畑中B101

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 4 ｶﾙﾌｰﾙ畑中B102

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 4 ｶﾙﾌｰﾙ畑中B201

畑中4組の1の3 畑中四丁目 12 4 ｶﾙﾌｰﾙ畑中B202

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 10

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 1

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の15

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の18

大字奥田378番地の20

大字奥田378番地の19
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大字名 奥　田

旧　　住　　所 新　　住　　所

通　称 町　名 番 号
世帯主氏名または名称 備　　考

大字･地番

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 4

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 4

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 101

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 103

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 202

畑中4組の1の2 畑中四丁目 12 1 ｺｰﾎﾟほけず2 302

畑中4組の1の1 畑中四丁目 11 15

大字奥田378番地の23

大字奥田378番地の35

大字奥田378番地の23

大字奥田378番地の23

大字奥田378番地の21

大字奥田378番地の21

大字奥田378番地の23




