
(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所
松が丘59-15 松が丘三丁目1番15号

松が丘61-5 松が丘二丁目10番5号

松が丘61-5 松が丘二丁目10番5号

松が丘61-5 松が丘二丁目10番5号

松が丘63-5 松が丘二丁目1番5号

松が丘69-12 松が丘二丁目11番12号

大字小野鶴1453番地の1 松が丘84-7 松が丘二丁目29番6号

大字小野鶴1453番地の1 松が丘84-7 松が丘二丁目29番6号

大字小野鶴1453番地の3 松が丘84-6 松が丘二丁目29番3号

大字小野鶴1453番地の4 松が丘84-8 松が丘二丁目29番4号

大字小野鶴1453番地の5 松が丘84-5 松が丘二丁目29番5号

大字小野鶴1454番地の20 松が丘94-11 松が丘二丁目30番3号

大字小野鶴1454番地の20 松が丘94-11 松が丘二丁目30番3号

大字小野鶴1454番地の22 松が丘94-13 松が丘二丁目30番1号

大字小野鶴1454番地の22 松が丘94-13 松が丘二丁目30番1号

大字小野鶴1454番地の23 松が丘94-12 松が丘二丁目30番2号

大字小野鶴1454番地の25 松が丘94-14 松が丘二丁目30番4号

大字小野鶴1454番地の25 松が丘94-14 松が丘二丁目30番4号

大字小野鶴1454番地の27 松が丘94-21 松が丘二丁目30番6号

大字小野鶴1454番地の30 松が丘94-15 松が丘二丁目30番7号

大字小野鶴1454番地の32 松が丘94-17 松が丘二丁目30番10号

大字小野鶴1454番地の33 松が丘94-20 松が丘二丁目30番9号

大字小野鶴1454番地の37 松が丘94-25 松が丘二丁目30番15号

大字小野鶴1454番地の37 松が丘94-25 松が丘二丁目30番15号

大字小野鶴1454番地の38 松が丘94-24 松が丘二丁目30番16号

大字小野鶴1454番地の39 松が丘94-23 松が丘二丁目30番17号

大字小野鶴1454番地の45 松が丘94-16 松が丘二丁目30番8号

大字小野鶴1454番地の46 松が丘94-18 松が丘二丁目30番11号

大字小野鶴1454番地の50 松が丘94-26 松が丘二丁目30番14号

大字小野鶴1454番地の6 松が丘84-3 松が丘二丁目29番7号

大字小野鶴1470番地の6 松が丘82-6 松が丘二丁目23番6号

大字小野鶴1470番地の7 松が丘82-7 松が丘二丁目23番7号

大字小野鶴1470番地の8 松が丘82-8 松が丘二丁目23番8号

大字小野鶴1472番地の10 松が丘85-10 松が丘二丁目21番10号

大字小野鶴1472番地の11 松が丘85-11 松が丘二丁目21番11号

大字小野鶴1472番地の12 松が丘85-12 松が丘二丁目21番12号

大字小野鶴1472番地の13 松が丘85-13 松が丘二丁目21番13号

大字小野鶴1472番地の14 松が丘85-14 松が丘二丁目21番14号

大字小野鶴1472番地の15 松が丘85-15 松が丘二丁目21番15号

大字小野鶴1472番地の5 松が丘85-5 松が丘二丁目21番5号

大字小野鶴1472番地の6 松が丘85-6 松が丘二丁目21番6号

大字小野鶴1472番地の7 松が丘85-7 松が丘二丁目21番7号

大字小野鶴1472番地の8 松が丘85-8 松が丘二丁目21番8号

大字小野鶴1472番地の9 松が丘85-9 松が丘二丁目21番9号

大字小野鶴1473番地の3 松が丘88-3 松が丘二丁目20番3号

大字小野鶴1473番地の4 松が丘88-4 松が丘二丁目20番4号

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1473番地の5 松が丘88-5 松が丘二丁目20番5号

大字小野鶴1473番地の7 松が丘88-7 松が丘二丁目20番7号

大字小野鶴1473番地の8 松が丘88-8 松が丘二丁目20番8号

大字小野鶴1474番地の1 松が丘84-1 松が丘二丁目29番1号

大字小野鶴1485番地の5 松が丘65-5 松が丘二丁目27番5号

大字小野鶴1485番地の5 松が丘65-5 松が丘二丁目27番5号

大字小野鶴1485番地の6 松が丘65-6 松が丘二丁目27番6号

大字小野鶴1485番地の7 松が丘65-7 松が丘二丁目27番7号

大字小野鶴1485番地の8 松が丘65-8 松が丘二丁目27番8号

大字小野鶴1486番地の10 松が丘67-10 松が丘二丁目26番10号

大字小野鶴1486番地の11 松が丘67-11 松が丘二丁目26番11号

大字小野鶴1486番地の12 松が丘67-12 松が丘二丁目26番12号

大字小野鶴1486番地の13 松が丘67-13 松が丘二丁目26番13号

大字小野鶴1486番地の13 松が丘67-13 松が丘二丁目26番13号

大字小野鶴1486番地の14 松が丘67-14 松が丘二丁目26番14号

大字小野鶴1486番地の15 松が丘67-15 松が丘二丁目26番15号

大字小野鶴1486番地の16 松が丘67-16 松が丘二丁目26番16号

大字小野鶴1486番地の17 松が丘67-17 松が丘二丁目26番17号

大字小野鶴1486番地の4 松が丘67-4 松が丘二丁目26番4号

大字小野鶴1486番地の5 松が丘67-5 松が丘二丁目26番5号

大字小野鶴1486番地の6 松が丘67-6 松が丘二丁目26番6号

大字小野鶴1486番地の7 松が丘67-7 松が丘二丁目26番7号

大字小野鶴1486番地の8 松が丘二丁目26番8号

大字小野鶴1486番地の8 松が丘67-8 松が丘二丁目26番8号

大字小野鶴1486番地の9 松が丘67-9 松が丘二丁目26番9号

大字小野鶴1486番地の9 松が丘67-9 松が丘二丁目26番9号

大字小野鶴1487番地の10 松が丘68-10 松が丘二丁目25番10号

大字小野鶴1487番地の11 松が丘68-11 松が丘二丁目25番11号

大字小野鶴1487番地の12 松が丘68-12 松が丘二丁目25番12号

大字小野鶴1487番地の12 松が丘68-12 松が丘二丁目25番12号

大字小野鶴1487番地の14 松が丘68-14 松が丘二丁目25番14号

大字小野鶴1487番地の15 松が丘68-15 松が丘二丁目25番15号

大字小野鶴1487番地の15 松が丘68-15 松が丘二丁目25番15号

大字小野鶴1487番地の16 松が丘68-16 松が丘二丁目25番16号

大字小野鶴1487番地の16 松が丘68-16 松が丘二丁目25番16号

大字小野鶴1487番地の16 松が丘68-16 松が丘二丁目25番16号

大字小野鶴1487番地の4 松が丘68-4 松が丘二丁目25番4号

大字小野鶴1487番地の5 松が丘68-5 松が丘二丁目25番5号

大字小野鶴1487番地の6 松が丘68-6 松が丘二丁目25番6号

大字小野鶴1487番地の9 松が丘68-9 松が丘二丁目25番9号

大字小野鶴1488番地の1 松が丘75-1 松が丘二丁目24番1号

大字小野鶴1488番地の10 松が丘75-10 松が丘二丁目24番10号

大字小野鶴1488番地の11 松が丘75-11 松が丘二丁目24番11号

大字小野鶴1488番地の11 松が丘75-11 松が丘二丁目24番11号

大字小野鶴1488番地の2 松が丘75-2 松が丘二丁目24番2号

大字小野鶴1488番地の3 松が丘75-3 松が丘二丁目24番3号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1488番地の4 松が丘75-4 松が丘二丁目24番4号

大字小野鶴1488番地の5 松が丘75-5 松が丘二丁目24番5号

大字小野鶴1488番地の6 松が丘75-6 松が丘二丁目24番6号

大字小野鶴1488番地の7 松が丘75-7 松が丘二丁目24番7号

大字小野鶴1488番地の8 松が丘75-8 松が丘二丁目24番8号

大字小野鶴1488番地の9 松が丘75-9 松が丘二丁目24番9号

大字小野鶴1489番地の1 松が丘82-1 松が丘二丁目23番1号

大字小野鶴1489番地の2 松が丘82-2 松が丘二丁目23番2号

大字小野鶴1489番地の3 松が丘82-3 松が丘二丁目23番4号

大字小野鶴1491番地の1 松が丘76-1 松が丘二丁目13番1号

大字小野鶴1491番地の10 松が丘76-10 松が丘二丁目13番10号

大字小野鶴1491番地の11 松が丘76-11 松が丘二丁目13番11号

大字小野鶴1491番地の12 松が丘76-12 松が丘二丁目13番12号

大字小野鶴1491番地の12 松が丘76-12 松が丘二丁目13番12号

大字小野鶴1491番地の12 松が丘76-12 松が丘二丁目13番12号

大字小野鶴1491番地の13 松が丘76-13 松が丘二丁目13番13号

大字小野鶴1491番地の14 松が丘76-14 松が丘二丁目13番14号

大字小野鶴1491番地の14 松が丘76-14 松が丘二丁目13番14号

大字小野鶴1491番地の2 松が丘76-2 松が丘二丁目13番2号

大字小野鶴1491番地の4 松が丘76-4 松が丘二丁目13番4号

大字小野鶴1491番地の4 松が丘76-4 松が丘二丁目13番4号

大字小野鶴1491番地の5 松が丘76-5 松が丘二丁目13番5号

大字小野鶴1491番地の6 松が丘76-6 松が丘二丁目13番6号

大字小野鶴1491番地の7 松が丘76-7 松が丘二丁目13番7号

大字小野鶴1491番地の9 松が丘76-9 松が丘二丁目13番9号

大字小野鶴1492番地の11 松が丘69-11 松が丘二丁目11番11号

大字小野鶴1492番地の13 松が丘69-13 松が丘二丁目11番13号

大字小野鶴1493番地の10 松が丘72-10 松が丘二丁目12番10号

大字小野鶴1493番地の8 松が丘72-8 松が丘二丁目12番8号

大字小野鶴1493番地の9 松が丘72-9 松が丘二丁目12番9号

大字小野鶴1494番地の10 松が丘77-10 松が丘二丁目14番10号

大字小野鶴1494番地の11 松が丘77-11 松が丘二丁目14番11号

大字小野鶴1494番地の11 松が丘77-11 松が丘二丁目14番11号

大字小野鶴1494番地の12 松が丘77-12 松が丘二丁目14番12号

大字小野鶴1494番地の8 松が丘77-8 松が丘二丁目14番8号

大字小野鶴1494番地の8 松が丘77-8 松が丘二丁目14番8号

大字小野鶴1494番地の9 松が丘77-9 松が丘二丁目14番9号

大字小野鶴1495番地の10 松が丘80-10 松が丘二丁目15番10号

大字小野鶴1495番地の10 松が丘80-10 松が丘二丁目15番10号

大字小野鶴1495番地の11 松が丘80-11 松が丘二丁目15番11号

大字小野鶴1495番地の12 松が丘80-12 松が丘二丁目15番12号

大字小野鶴1495番地の13 松が丘80-13 松が丘二丁目15番13号

大字小野鶴1495番地の8 松が丘80-7 松が丘二丁目15番7号

大字小野鶴1495番地の8 松が丘80-8 松が丘二丁目15番8号

大字小野鶴1495番地の9 松が丘二丁目15番9号

大字小野鶴1495番地の9 松が丘80-9 松が丘二丁目15番9号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1496番地の10 松が丘83-10 松が丘二丁目16番10号

大字小野鶴1496番地の11 松が丘83-11 松が丘二丁目16番11号

大字小野鶴1496番地の9 松が丘83-9 松が丘二丁目16番9号

大字小野鶴1499番地の1 松が丘66-1 松が丘二丁目28番1号

大字小野鶴1499番地の2 松が丘66-2 松が丘二丁目28番2号

大字小野鶴1499番地の3 松が丘66-3 松が丘二丁目28番3号

大字小野鶴1499番地の4 松が丘66-4 松が丘二丁目28番5号

大字小野鶴1499番地の5 松が丘66-5 松が丘二丁目28番4号

大字小野鶴1499番地の5 松が丘66-5 松が丘二丁目28番4号

大字小野鶴1499番地の6 松が丘66-6 松が丘二丁目28番6号

大字小野鶴1520番地の10 松が丘71-10 松が丘二丁目2番11号

大字小野鶴1520番地の10 松が丘71-10 松が丘二丁目2番11号

大字小野鶴1520番地の7 松が丘71-7 松が丘二丁目2番8号

大字小野鶴1520番地の8 松が丘71-8 松が丘二丁目2番9号

大字小野鶴1520番地の9 松が丘71-9 松が丘二丁目2番10号

大字小野鶴1520番地の9 松が丘71-9 松が丘二丁目2番10号

大字小野鶴1521番地の1 松が丘70-1 松が丘二丁目8番1号

大字小野鶴1521番地の19 松が丘70-19 松が丘二丁目8番19号

大字小野鶴1521番地の21 松が丘70-21 松が丘二丁目8番21号

大字小野鶴1522番地の10 松が丘74-10 松が丘二丁目3番10号

大字小野鶴1522番地の11 松が丘二丁目3番11号

大字小野鶴1522番地の11 松が丘74-11 松が丘二丁目3番11号

大字小野鶴1522番地の12 松が丘74-12 松が丘二丁目3番12号

大字小野鶴1522番地の13 松が丘74-13 松が丘二丁目3番13号

大字小野鶴1522番地の5 松が丘74-5 松が丘二丁目3番5号

大字小野鶴1522番地の6 松が丘74-6 松が丘二丁目3番6号

大字小野鶴1522番地の6 松が丘74-6 松が丘二丁目3番6号

大字小野鶴1522番地の7 松が丘74-7 松が丘二丁目3番7号

大字小野鶴1522番地の8 松が丘74-8 松が丘二丁目3番8号

大字小野鶴1522番地の9 松が丘74-9 松が丘二丁目3番9号

大字小野鶴1523番地の1 松が丘73-1 松が丘二丁目7番1号

大字小野鶴1523番地の10 松が丘73-10 松が丘二丁目7番10号

大字小野鶴1523番地の14 松が丘73-14 松が丘二丁目7番14号

大字小野鶴1523番地の15 松が丘73-15 松が丘二丁目7番15号

大字小野鶴1523番地の16 松が丘73-16 松が丘二丁目7番16号

大字小野鶴1523番地の2 松が丘73-2 松が丘二丁目7番2号

大字小野鶴1523番地の3 松が丘73-3 松が丘二丁目7番3号

大字小野鶴1523番地の9 松が丘73-9 松が丘二丁目7番9号

大字小野鶴1525番地の1 松が丘78-1 松が丘二丁目6番1号

大字小野鶴1525番地の10 松が丘78-10 松が丘二丁目6番10号

大字小野鶴1525番地の11 松が丘78-11 松が丘二丁目6番11号

大字小野鶴1525番地の12 松が丘78-12 松が丘二丁目6番12号

大字小野鶴1525番地の13 松が丘78-13 松が丘二丁目6番13号

大字小野鶴1525番地の14 松が丘78-14 松が丘二丁目6番14号

大字小野鶴1525番地の15 松が丘78-15 松が丘二丁目6番15号

大字小野鶴1525番地の16 松が丘78-16 松が丘二丁目6番16号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1525番地の2 松が丘78-2 松が丘二丁目6番2号

大字小野鶴1525番地の3 松が丘78-3 松が丘二丁目6番3号

大字小野鶴1525番地の4 松が丘78-4 松が丘二丁目6番4号

大字小野鶴1525番地の4 松が丘78-4 松が丘二丁目6番4号

大字小野鶴1525番地の5 松が丘78-5 松が丘二丁目6番5号

大字小野鶴1525番地の6 松が丘78-6 松が丘二丁目6番6号

大字小野鶴1525番地の7 松が丘78-7 松が丘二丁目6番7号

大字小野鶴1525番地の8 松が丘78-8 松が丘二丁目6番8号

大字小野鶴1525番地の9 松が丘78-9 松が丘二丁目6番9号

大字小野鶴1526番地の1 松が丘81-1 松が丘二丁目5番1号

大字小野鶴1526番地の10 松が丘81-10 松が丘二丁目5番10号

大字小野鶴1526番地の11 松が丘81-11 松が丘二丁目5番11号

大字小野鶴1526番地の12 松が丘81-12 松が丘二丁目5番12号

大字小野鶴1526番地の13 松が丘81-13 松が丘二丁目5番13号

大字小野鶴1526番地の2 松が丘81-2 松が丘二丁目5番2号

大字小野鶴1526番地の3 松が丘81-3 松が丘二丁目5番3号

大字小野鶴1526番地の4 松が丘81-4 松が丘二丁目5番4号

大字小野鶴1526番地の5 松が丘81-5 松が丘二丁目5番5号

大字小野鶴1526番地の6 松が丘81-6 松が丘二丁目5番6号

大字小野鶴1526番地の7 松が丘81-7 松が丘二丁目5番7号

大字小野鶴1526番地の8 松が丘81-8 松が丘二丁目5番8号

大字小野鶴1526番地の9 松が丘81-9 松が丘二丁目5番9号

大字小野鶴1526番地の9 松が丘81-9 松が丘二丁目5番9号

大字小野鶴1527番地の1 松が丘79-1 松が丘二丁目4番1号

大字小野鶴1527番地の1 松が丘79-1 松が丘二丁目4番1号

大字小野鶴1527番地の2 松が丘79-2 松が丘二丁目4番2号

大字小野鶴1527番地の3 松が丘79-3 松が丘二丁目4番3号

大字小野鶴1527番地の3 松が丘79-3 松が丘二丁目4番3号

大字小野鶴1530番地の11 松が丘61-11 松が丘二丁目10番11号

大字小野鶴1530番地の12 松が丘61-12 松が丘二丁目10番12号

大字小野鶴1530番地の13 松が丘61-13 松が丘二丁目10番13号

大字小野鶴1530番地の13 松が丘61-13 松が丘二丁目10番13号

大字小野鶴1530番地の14 松が丘61-14 松が丘二丁目10番14号

大字小野鶴1530番地の15 松が丘61-15 松が丘二丁目10番15号

大字小野鶴1530番地の16 松が丘61-16 松が丘二丁目10番16号

大字小野鶴1530番地の16 松が丘61-16 松が丘二丁目10番16号

大字小野鶴1530番地の16 松が丘61-16 松が丘二丁目10番16号

大字小野鶴1530番地の4 松が丘61-4 松が丘二丁目10番4号

大字小野鶴1530番地の7 松が丘61-7 松が丘二丁目10番7号

大字小野鶴1530番地の8 松が丘61-8 松が丘二丁目10番8号

大字小野鶴1531番地の10 松が丘69-10 松が丘二丁目11番10号

大字小野鶴1531番地の14 松が丘69-14 松が丘二丁目11番14号

大字小野鶴1531番地の15 松が丘69-15 松が丘二丁目11番15号

大字小野鶴1531番地の15 松が丘69-15 松が丘二丁目11番15号

大字小野鶴1531番地の16 松が丘69-16 松が丘二丁目11番16号

大字小野鶴1531番地の17 松が丘69-17 松が丘二丁目11番17号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1531番地の18 松が丘69-18 松が丘二丁目11番18号

大字小野鶴1531番地の19 松が丘69-19 松が丘二丁目11番19号

大字小野鶴1531番地の2 松が丘69-2 松が丘二丁目11番2号

大字小野鶴1531番地の20 松が丘69-20 松が丘二丁目11番20号

大字小野鶴1531番地の3 松が丘二丁目11番3号

大字小野鶴1531番地の3 松が丘69-3 松が丘二丁目11番3号

大字小野鶴1531番地の4 松が丘69-4 松が丘二丁目11番4号

大字小野鶴1531番地の5 松が丘69-5 松が丘二丁目11番5号

大字小野鶴1531番地の7 松が丘69-7 松が丘二丁目11番7号

大字小野鶴1531番地の9 松が丘69-9 松が丘二丁目11番9号

大字小野鶴1532番地の1 松が丘72-1 松が丘二丁目12番1号

大字小野鶴1532番地の11 松が丘72-11 松が丘二丁目12番11号

大字小野鶴1532番地の12 松が丘72-12 松が丘二丁目12番12号

大字小野鶴1532番地の13 松が丘72-13 松が丘二丁目12番13号

大字小野鶴1532番地の14 松が丘72-14 松が丘二丁目12番14号

大字小野鶴1532番地の14 松が丘72-14 松が丘二丁目12番14号

大字小野鶴1532番地の15 松が丘72-15 松が丘二丁目12番15号

大字小野鶴1532番地の16 松が丘72-16 松が丘二丁目12番16号

大字小野鶴1532番地の2 松が丘72-2 松が丘二丁目12番2号

大字小野鶴1532番地の3 松が丘72-3 松が丘二丁目12番3号

大字小野鶴1532番地の4 松が丘72-4 松が丘二丁目12番4号

大字小野鶴1532番地の5 松が丘72-5 松が丘二丁目12番5号

大字小野鶴1532番地の6 松が丘72-6 松が丘二丁目12番6号

大字小野鶴1532番地の7 松が丘72-7 松が丘二丁目12番7号

大字小野鶴1533番地の1 松が丘77-1 松が丘二丁目14番1号

大字小野鶴1533番地の13 松が丘77-13 松が丘二丁目14番13号

大字小野鶴1533番地の14 松が丘77-14 松が丘二丁目14番14号

大字小野鶴1533番地の15 松が丘77-15 松が丘二丁目14番15号

大字小野鶴1533番地の16 松が丘77-16 松が丘二丁目14番16号

大字小野鶴1533番地の17 松が丘77-17 松が丘二丁目14番17号

大字小野鶴1533番地の18 松が丘77-18 松が丘二丁目14番18号

大字小野鶴1533番地の2 松が丘77-2 松が丘二丁目14番2号

大字小野鶴1533番地の3 松が丘77-3 松が丘二丁目14番3号

大字小野鶴1533番地の4 松が丘77-4 松が丘二丁目14番4号

大字小野鶴1533番地の5 松が丘77-5 松が丘二丁目14番5号

大字小野鶴1533番地の6 松が丘77-6 松が丘二丁目14番6号

大字小野鶴1533番地の6 松が丘77-6 松が丘二丁目14番6号

大字小野鶴1533番地の6 松が丘77-6 松が丘二丁目14番6号

大字小野鶴1534番地の1 松が丘67-1 松が丘二丁目26番1号

大字小野鶴1534番地の18 松が丘67-18 松が丘二丁目26番18号

大字小野鶴1534番地の19 松が丘67-19 松が丘二丁目26番19号

大字小野鶴1534番地の2 松が丘67-2 松が丘二丁目26番2号

大字小野鶴1534番地の20 松が丘67-20 松が丘二丁目26番20号

大字小野鶴1534番地の3 松が丘67-3 松が丘二丁目26番3号

大字小野鶴1535番地の1 松が丘68-1 松が丘二丁目25番1号

大字小野鶴1535番地の17 松が丘68-17 松が丘二丁目25番17号



(H28.1.9現在）
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1535番地の17 松が丘68-17 松が丘二丁目25番17号

大字小野鶴1535番地の18 松が丘68-18 松が丘二丁目25番18号

大字小野鶴1535番地の19 松が丘68-19 松が丘二丁目25番19号

大字小野鶴1535番地の19 松が丘68-19 松が丘二丁目25番19号

大字小野鶴1535番地の2 松が丘68-2 松が丘二丁目25番2号

大字小野鶴1535番地の3 松が丘68-3 松が丘二丁目25番3号

大字小野鶴1536番地の1 松が丘80-1 松が丘二丁目15番1号

大字小野鶴1536番地の14 松が丘80-14 松が丘二丁目15番14号

大字小野鶴1536番地の15 松が丘80-15 松が丘二丁目15番15号

大字小野鶴1536番地の16 松が丘80-16 松が丘二丁目15番16号

大字小野鶴1536番地の17 松が丘80-17 松が丘二丁目15番17号

大字小野鶴1536番地の18 松が丘80-18 松が丘二丁目15番18号

大字小野鶴1536番地の19 松が丘80-19 松が丘二丁目15番19号

大字小野鶴1536番地の2 松が丘80-2 松が丘二丁目15番2号

大字小野鶴1536番地の3 松が丘80-3 松が丘二丁目15番3号

大字小野鶴1536番地の4 松が丘80-4 松が丘二丁目15番4号

大字小野鶴1536番地の5 松が丘80-5 松が丘二丁目15番5号

大字小野鶴1536番地の6 松が丘80-6 松が丘二丁目15番6号

大字小野鶴1537番地の1 松が丘83-1 松が丘二丁目16番1号

大字小野鶴1537番地の12 松が丘83-12 松が丘二丁目16番12号

大字小野鶴1537番地の13 松が丘83-13 松が丘二丁目16番13号

大字小野鶴1537番地の14 松が丘83-14 松が丘二丁目16番14号

大字小野鶴1537番地の15 松が丘83-15 松が丘二丁目16番15号

大字小野鶴1537番地の16 松が丘83-16 松が丘二丁目16番16号

大字小野鶴1537番地の17 松が丘83-17 松が丘二丁目16番17号

大字小野鶴1537番地の17 松が丘83-17 松が丘二丁目16番17号

大字小野鶴1537番地の18 松が丘83-18 松が丘二丁目16番18号

大字小野鶴1537番地の2 松が丘83-2 松が丘二丁目16番2号

大字小野鶴1537番地の2 松が丘83-2 松が丘二丁目16番2号

大字小野鶴1537番地の3 松が丘83-3 松が丘二丁目16番3号

大字小野鶴1537番地の4 松が丘83-4 松が丘二丁目16番4号

大字小野鶴1537番地の5 松が丘83-5 松が丘二丁目16番5号

大字小野鶴1537番地の6 松が丘83-6 松が丘二丁目16番6号

大字小野鶴1537番地の7 松が丘83-7 松が丘二丁目16番7号

大字小野鶴1537番地の8 松が丘83-8 松が丘二丁目16番8号

大字小野鶴1538番地の1 松が丘87-1 松が丘二丁目17番1号

大字小野鶴1539番地の5 松が丘50-5 松が丘三丁目25番5号

大字小野鶴1539番地の6 松が丘50-6 松が丘三丁目25番6号

大字小野鶴1539番地の8 松が丘50-8 松が丘三丁目25番8号

大字小野鶴1539番地の9 松が丘50-9 松が丘三丁目25番9号

大字小野鶴1539番地の9 松が丘50-9 松が丘三丁目25番9号

大字小野鶴1540番地の5 松が丘51-5 松が丘三丁目24番5号

大字小野鶴1540番地の6 松が丘51-6 松が丘三丁目24番6号

大字小野鶴1540番地の7 松が丘51-7 松が丘三丁目24番7号

大字小野鶴1540番地の8 松が丘51-8 松が丘三丁目24番8号

大字小野鶴1540番地の9 松が丘51-9 松が丘三丁目24番9号
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大字小野鶴1541番地の6 松が丘52-6 松が丘三丁目23番6号

大字小野鶴1541番地の7 松が丘52-7 松が丘三丁目23番7号

大字小野鶴1541番地の8 松が丘52-8 松が丘三丁目23番8号

大字小野鶴1541番地の9 松が丘52-9 松が丘三丁目23番9号

大字小野鶴1542番地の10 松が丘57-10 松が丘三丁目10番10号

大字小野鶴1542番地の11 松が丘57-11 松が丘三丁目10番11号

大字小野鶴1542番地の7 松が丘57-7 松が丘三丁目10番7号

大字小野鶴1542番地の8 松が丘57-8 松が丘三丁目10番8号

大字小野鶴1542番地の8 松が丘57-8 松が丘三丁目10番8号

大字小野鶴1542番地の9 松が丘57-9 松が丘三丁目10番9号

大字小野鶴1545番地の7 松が丘50-7 松が丘三丁目25番7号

大字小野鶴1555番地の1 松が丘65-1 松が丘二丁目27番1号

大字小野鶴1555番地の12 松が丘65-12 松が丘二丁目27番12号

大字小野鶴1555番地の2 松が丘65-2 松が丘二丁目27番2号

大字小野鶴1555番地の3 松が丘65-3 松が丘二丁目27番3号

大字小野鶴1555番地の3 松が丘65-3 松が丘二丁目27番3号

大字小野鶴1555番地の4 松が丘65-4 松が丘二丁目27番4号

大字小野鶴1555番地の9 松が丘65-9 松が丘二丁目27番9号

大字小野鶴1700番地の15 松が丘23-15 松が丘三丁目19番8号

大字小野鶴1700番地の16 松が丘23-16 松が丘三丁目19番9号

大字小野鶴1700番地の17 松が丘23-17 松が丘三丁目19番10号

大字小野鶴1700番地の18 松が丘23-18 松が丘三丁目19番11号

大字小野鶴1700番地の19 松が丘23-19 松が丘三丁目19番12号

大字小野鶴1700番地の20 松が丘23-20 松が丘三丁目19番13号

大字小野鶴1700番地の21 松が丘23-21 松が丘三丁目19番14号

大字小野鶴1700番地の22 松が丘23-22 松が丘三丁目19番15号

大字小野鶴1700番地の23 松が丘23-23 松が丘三丁目19番16号

大字小野鶴1700番地の24 松が丘23-24 松が丘三丁目19番17号

大字小野鶴1700番地の25 松が丘23-25 松が丘三丁目19番18号

大字小野鶴1700番地の26 松が丘23-26 松が丘三丁目19番19号

大字小野鶴1700番地の27 松が丘23-27 松が丘三丁目19番20号

大字小野鶴1700番地の28 松が丘三丁目19番21号

大字小野鶴1700番地の28 松が丘23-28 松が丘三丁目19番21号

大字小野鶴1700番地の29 松が丘23-29 松が丘三丁目19番22号

大字小野鶴1700番地の29 松が丘23-29 松が丘三丁目19番22号

大字小野鶴1700番地の30 松が丘23-30 松が丘三丁目19番23号

大字小野鶴1700番地の31 松が丘23-31 松が丘三丁目19番24号

大字小野鶴1700番地の32 松が丘23-32 松が丘三丁目19番25号

大字小野鶴1701番地の1 松が丘32-1 松が丘三丁目20番1号

大字小野鶴1701番地の2 松が丘32-2 松が丘三丁目20番2号

大字小野鶴1701番地の3 松が丘32-3 松が丘三丁目20番3号

大字小野鶴1701番地の4 松が丘32-4 松が丘三丁目20番4号

大字小野鶴1701番地の4 松が丘32-4 松が丘三丁目20番4号

大字小野鶴1701番地の5 松が丘32-5 松が丘三丁目20番5号

大字小野鶴1701番地の7 松が丘32-7 松が丘三丁目20番7号

大字小野鶴1701番地の8 松が丘32-8 松が丘三丁目20番8号
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大字小野鶴1702番地の1 松が丘33-1 松が丘三丁目21番1号

大字小野鶴1702番地の10 松が丘33-10 松が丘三丁目21番10号

大字小野鶴1702番地の2 松が丘33-2 松が丘三丁目21番2号

大字小野鶴1702番地の3 松が丘33-3 松が丘三丁目21番3号

大字小野鶴1702番地の4 松が丘33-4 松が丘三丁目21番4号

大字小野鶴1702番地の5 松が丘33-5 松が丘三丁目21番5号

大字小野鶴1702番地の7 松が丘33-7 松が丘三丁目21番7号

大字小野鶴1702番地の8 松が丘33-8 松が丘三丁目21番8号

大字小野鶴1702番地の9 松が丘33-9 松が丘三丁目21番9号

大字小野鶴1703番地の1 松が丘34-1 松が丘三丁目18番1号

大字小野鶴1703番地の12 松が丘34-12 松が丘三丁目18番12号

大字小野鶴1703番地の13 松が丘34-13 松が丘三丁目18番13号

大字小野鶴1703番地の13 松が丘34-13 松が丘三丁目18番13号

大字小野鶴1703番地の14 松が丘34-14 松が丘三丁目18番14号

大字小野鶴1703番地の14 松が丘34-14 松が丘三丁目18番14号

大字小野鶴1703番地の2 松が丘34-2 松が丘三丁目18番2号

大字小野鶴1703番地の3 松が丘34-3 松が丘三丁目18番3号

大字小野鶴1703番地の3 松が丘34-3 松が丘三丁目18番3号

大字小野鶴1703番地の4 松が丘34-4 松が丘三丁目18番4号

大字小野鶴1703番地の5 松が丘34-5 松が丘三丁目18番5号

大字小野鶴1703番地の6 松が丘34-6 松が丘三丁目18番6号

大字小野鶴1704番地の1 松が丘35-1 松が丘三丁目17番1号

大字小野鶴1704番地の2 松が丘35-2 松が丘三丁目17番2号

大字小野鶴1704番地の3 松が丘35-3 松が丘三丁目17番3号

大字小野鶴1705番地の1 松が丘38-1 松が丘三丁目22番1号

大字小野鶴1705番地の10 松が丘38-10 松が丘三丁目22番10号

大字小野鶴1705番地の2 松が丘38-2 松が丘三丁目22番2号

大字小野鶴1705番地の3 松が丘38-3 松が丘三丁目22番3号

大字小野鶴1705番地の3 松が丘38-3 松が丘三丁目22番3号

大字小野鶴1705番地の5 松が丘38-5 松が丘三丁目22番5号

大字小野鶴1705番地の6 松が丘38-6 松が丘三丁目22番6号

大字小野鶴1705番地の6 松が丘38-6 松が丘三丁目22番6号

大字小野鶴1705番地の8 松が丘38-8 松が丘三丁目22番8号

大字小野鶴1705番地の9 松が丘38-9 松が丘三丁目22番9号

大字小野鶴1706番地の1 松が丘50-1 松が丘三丁目25番1号

大字小野鶴1706番地の10 松が丘50-10 松が丘三丁目25番10号

大字小野鶴1706番地の10 松が丘50-10 松が丘三丁目25番10号

大字小野鶴1706番地の11 松が丘50-11 松が丘三丁目25番11号

大字小野鶴1706番地の11 松が丘50-11 松が丘三丁目25番11号

大字小野鶴1706番地の12 松が丘50-12 松が丘三丁目25番12号

大字小野鶴1706番地の13 松が丘50-13 松が丘三丁目25番13号

大字小野鶴1706番地の14 松が丘50-14 松が丘三丁目25番14号

大字小野鶴1706番地の2 松が丘50-2 松が丘三丁目25番2号

大字小野鶴1706番地の3 松が丘50-3 松が丘三丁目25番3号

大字小野鶴1706番地の4 松が丘50-4 松が丘三丁目25番4号

大字小野鶴1707番地の1 松が丘51-1 松が丘三丁目24番1号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1707番地の10 松が丘51-10 松が丘三丁目24番10号

大字小野鶴1707番地の11 松が丘51-11 松が丘三丁目24番11号

大字小野鶴1707番地の13 松が丘51-13 松が丘三丁目24番13号

大字小野鶴1707番地の15 松が丘51-14 松が丘三丁目24番14号

大字小野鶴1707番地の2 松が丘51-2 松が丘三丁目24番2号

大字小野鶴1707番地の3 松が丘51-3 松が丘三丁目24番3号

大字小野鶴1707番地の4 松が丘51-4 松が丘三丁目24番4号

大字小野鶴1707番地の4 松が丘51-4 松が丘三丁目24番4号

大字小野鶴1708番地の1 松が丘52-1 松が丘三丁目23番1号

大字小野鶴1708番地の10 松が丘52-10 松が丘三丁目23番10号

大字小野鶴1708番地の11 松が丘52-11 松が丘三丁目23番11号

大字小野鶴1708番地の12 松が丘52-12 松が丘三丁目23番12号

大字小野鶴1708番地の13 松が丘52-13 松が丘三丁目23番13号

大字小野鶴1708番地の14 松が丘52-14 松が丘三丁目23番14号

大字小野鶴1708番地の2 松が丘52-2 松が丘三丁目23番2号

大字小野鶴1708番地の3 松が丘52-3 松が丘三丁目23番3号

大字小野鶴1708番地の4 松が丘52-4 松が丘三丁目23番4号

大字小野鶴1708番地の5 松が丘52-5 松が丘三丁目23番5号

大字小野鶴1711番地の12 松が丘28-12 松が丘四丁目14番12号

大字小野鶴1711番地の13 松が丘28-13 松が丘四丁目14番13号

大字小野鶴1711番地の13 松が丘28-13 松が丘四丁目14番13号

大字小野鶴1757番地の17 松が丘61-17 松が丘二丁目10番17号

大字小野鶴1757番地の17 松が丘61-17 松が丘二丁目10番17号

大字小野鶴1757番地の3 松が丘61-3 松が丘二丁目10番3号

大字小野鶴1759番地の1 松が丘69-1 松が丘二丁目11番1号

大字小野鶴1760番地の1 松が丘58-1 松が丘三丁目9番1号

大字小野鶴1760番地の1 松が丘58-1 松が丘三丁目9番1号

大字小野鶴1760番地の10 松が丘58-10 松が丘三丁目9番10号

大字小野鶴1760番地の11 松が丘58-11 松が丘三丁目9番11号

大字小野鶴1760番地の12 松が丘58-12 松が丘三丁目9番12号

大字小野鶴1760番地の13 松が丘58-13 松が丘三丁目9番13号

大字小野鶴1760番地の14 松が丘58-14 松が丘三丁目9番14号

大字小野鶴1760番地の16 松が丘58-16 松が丘三丁目9番16号

大字小野鶴1760番地の16 松が丘58-16 松が丘三丁目9番16号

大字小野鶴1760番地の16 松が丘58-16 松が丘三丁目9番16号

大字小野鶴1760番地の16 松が丘58-16 松が丘三丁目9番16号

大字小野鶴1760番地の17 松が丘58-17 松が丘三丁目9番17号

大字小野鶴1760番地の19 松が丘58-19 松が丘三丁目9番19号

大字小野鶴1760番地の2 松が丘58-2 松が丘三丁目9番2号

大字小野鶴1760番地の3 松が丘58-3 松が丘三丁目9番3号

大字小野鶴1760番地の3 松が丘58-3 松が丘三丁目9番3号

大字小野鶴1760番地の4 松が丘58-4 松が丘三丁目9番4号

大字小野鶴1760番地の4 松が丘58-4 松が丘三丁目9番4号

大字小野鶴1760番地の5 松が丘58-5 松が丘三丁目9番5号

大字小野鶴1760番地の5 松が丘58-5 松が丘三丁目9番5号

大字小野鶴1760番地の7 松が丘58-7 松が丘三丁目9番7号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1760番地の8 松が丘58-8 松が丘三丁目9番8号

大字小野鶴1760番地の8 松が丘58-8 松が丘三丁目9番8号

大字小野鶴1761番地の1 松が丘62-1 松が丘二丁目9番1号

大字小野鶴1761番地の1 松が丘62-1 松が丘二丁目9番1号

大字小野鶴1761番地の10 松が丘62-10 松が丘二丁目9番10号

大字小野鶴1761番地の11 松が丘62-11 松が丘二丁目9番11号

大字小野鶴1761番地の11 松が丘62-11 松が丘二丁目9番11号

大字小野鶴1761番地の12 松が丘62-12 松が丘二丁目9番12号

大字小野鶴1761番地の13 松が丘62-13 松が丘二丁目9番13号

大字小野鶴1761番地の13 松が丘62-13 松が丘二丁目9番13号

大字小野鶴1761番地の14 松が丘62-14 松が丘二丁目9番14号

大字小野鶴1761番地の15 松が丘62-15 松が丘二丁目9番15号

大字小野鶴1761番地の15 松が丘62-15 松が丘二丁目9番15号

大字小野鶴1761番地の16 松が丘62-16 松が丘二丁目9番16号

大字小野鶴1761番地の17 松が丘62-17 松が丘二丁目9番17号

大字小野鶴1761番地の18 松が丘62-18 松が丘二丁目9番18号

大字小野鶴1761番地の18 松が丘62-18 松が丘二丁目9番18号

大字小野鶴1761番地の19 松が丘62-19 松が丘二丁目9番19号

大字小野鶴1761番地の2 松が丘62-2 松が丘二丁目9番2号

大字小野鶴1761番地の21 松が丘62-21 松が丘二丁目9番21号

大字小野鶴1761番地の3 松が丘62-3 松が丘二丁目9番3号

大字小野鶴1761番地の5 松が丘62-5 松が丘二丁目9番5号

大字小野鶴1761番地の6 松が丘62-6 松が丘二丁目9番6号

大字小野鶴1761番地の7 松が丘62-7 松が丘二丁目9番7号

大字小野鶴1761番地の8 松が丘62-8 松が丘二丁目9番8号

大字小野鶴1761番地の9 松が丘62-9 松が丘二丁目9番9号

大字小野鶴1762番地 松が丘70-6 松が丘二丁目8番6号

大字小野鶴1762番地の10 松が丘70-10 松が丘二丁目8番10号

大字小野鶴1762番地の11 松が丘70-11 松が丘二丁目8番11号

大字小野鶴1762番地の12 松が丘70-12 松が丘二丁目8番12号

大字小野鶴1762番地の13 松が丘70-13 松が丘二丁目8番13号

大字小野鶴1762番地の14 松が丘70-14 松が丘二丁目8番14号

大字小野鶴1762番地の14 松が丘70-14 松が丘二丁目8番14号

大字小野鶴1762番地の15 松が丘70-15 松が丘二丁目8番15号

大字小野鶴1762番地の16 松が丘70-16 松が丘二丁目8番16号

大字小野鶴1762番地の17 松が丘70-17 松が丘二丁目8番17号

大字小野鶴1762番地の18 松が丘70-18 松が丘二丁目8番18号

大字小野鶴1762番地の18 松が丘70-18 松が丘二丁目8番18号

大字小野鶴1762番地の2 松が丘70-2 松が丘二丁目8番2号

大字小野鶴1762番地の4 松が丘70-4 松が丘二丁目8番4号

大字小野鶴1762番地の5 松が丘70-5 松が丘二丁目8番5号

大字小野鶴1762番地の7 松が丘70-7 松が丘二丁目8番7号

大字小野鶴1762番地の8 松が丘70-8 松が丘二丁目8番8号

大字小野鶴1762番地の9 松が丘70-9 松が丘二丁目8番9号

大字小野鶴1763番地の11 松が丘73-11 松が丘二丁目7番11号

大字小野鶴1763番地の12 松が丘73-12 松が丘二丁目7番12号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1763番地の13 松が丘73-13 松が丘二丁目7番13号

大字小野鶴1763番地の4 松が丘73-4 松が丘二丁目7番4号

大字小野鶴1763番地の5 松が丘73-5 松が丘二丁目7番5号

大字小野鶴1763番地の6 松が丘73-6 松が丘二丁目7番6号

大字小野鶴1763番地の7 松が丘73-7 松が丘二丁目7番7号

大字小野鶴1763番地の7 松が丘73-7 松が丘二丁目7番7号

大字小野鶴1763番地の7 松が丘73-7 松が丘二丁目7番7号

大字小野鶴1763番地の8 松が丘73-8 松が丘二丁目7番8号

大字小野鶴1763番地の8 松が丘73-8 松が丘二丁目7番8号

大字小野鶴1764番地の5 松が丘71-5 松が丘二丁目2番6号

大字小野鶴1764番地の6 松が丘71-6 松が丘二丁目2番7号

大字小野鶴1783番地の5 松が丘63-7 松が丘二丁目1番14号

大字小野鶴1784番地の10 松が丘三丁目1番10号

大字小野鶴1784番地の10 松が丘三丁目1番10号

大字小野鶴1784番地の8 松が丘59-8 松が丘三丁目1番8号

大字小野鶴1784番地の8 松が丘59-8 松が丘三丁目1番8号

大字小野鶴1784番地の9 松が丘59-9 松が丘三丁目1番9号

大字小野鶴1784番地の9 松が丘59-9 松が丘三丁目1番9号

大字小野鶴1790番地の1 松が丘54-1 松が丘三丁目8番1号

大字小野鶴1790番地の10 松が丘54-10 松が丘三丁目8番10号

大字小野鶴1790番地の10 松が丘54-10 松が丘三丁目8番10号

大字小野鶴1790番地の11 松が丘54-11 松が丘三丁目8番11号

大字小野鶴1790番地の12 松が丘54-12 松が丘三丁目8番12号

大字小野鶴1790番地の13 松が丘54-13 松が丘三丁目8番13号

大字小野鶴1790番地の14 松が丘54-14 松が丘三丁目8番14号

大字小野鶴1790番地の15 松が丘54-15 松が丘三丁目8番15号

大字小野鶴1790番地の15 松が丘54-15 松が丘三丁目8番15号

大字小野鶴1790番地の16 松が丘54-16 松が丘三丁目8番16号

大字小野鶴1790番地の2 松が丘54-2 松が丘三丁目8番2号

大字小野鶴1790番地の3 松が丘54-3 松が丘三丁目8番3号

大字小野鶴1790番地の4 松が丘54-4 松が丘三丁目8番4号

大字小野鶴1790番地の6 松が丘54-6 松が丘三丁目8番6号

大字小野鶴1790番地の7 松が丘54-7 松が丘三丁目8番7号

大字小野鶴1790番地の8 松が丘54-8 松が丘三丁目8番8号

大字小野鶴1790番地の9 松が丘54-9 松が丘三丁目8番9号

大字小野鶴1792番地の10 松が丘55-10 松が丘三丁目2番10号

大字小野鶴1792番地の10 松が丘55-10 松が丘三丁目2番10号

大字小野鶴1792番地の11 松が丘55-11 松が丘三丁目2番11号

大字小野鶴1792番地の12 松が丘55-12 松が丘三丁目2番12号

大字小野鶴1792番地の14 松が丘55-14 松が丘三丁目2番14号

大字小野鶴1792番地の15 松が丘55-15 松が丘三丁目2番15号

大字小野鶴1792番地の16 松が丘55-16 松が丘三丁目2番16号

大字小野鶴1792番地の16 松が丘55-16 松が丘三丁目2番16号

大字小野鶴1792番地の9 松が丘55-9 松が丘三丁目2番9号

大字小野鶴1792番地の9 松が丘55-9 松が丘三丁目2番9号

大字小野鶴1793番地の10 松が丘44-10 松が丘三丁目6番10号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1793番地の11 松が丘44-11 松が丘三丁目6番11号

大字小野鶴1793番地の12 松が丘44-12 松が丘三丁目6番12号

大字小野鶴1793番地の13 松が丘44-13 松が丘三丁目6番13号

大字小野鶴1793番地の14 松が丘44-14 松が丘三丁目6番14号

大字小野鶴1793番地の15 松が丘44-15 松が丘三丁目6番15号

大字小野鶴1793番地の16 松が丘44-16 松が丘三丁目6番16号

大字小野鶴1793番地の18 松が丘44-18 松が丘三丁目6番18号

大字小野鶴1793番地の19 松が丘44-19 松が丘三丁目6番19号

大字小野鶴1793番地の19 松が丘44-19 松が丘三丁目6番19号

大字小野鶴1793番地の2 松が丘44-2 松が丘三丁目6番2号

大字小野鶴1793番地の20 松が丘44-20 松が丘三丁目6番20号

大字小野鶴1793番地の20 松が丘44-20 松が丘三丁目6番20号

大字小野鶴1793番地の3 松が丘44-3 松が丘三丁目6番3号

大字小野鶴1793番地の4 松が丘44-4 松が丘三丁目6番4号

大字小野鶴1793番地の5 松が丘44-5 松が丘三丁目6番5号

大字小野鶴1793番地の6 松が丘44-6 松が丘三丁目6番6号

大字小野鶴1793番地の7 松が丘44-7 松が丘三丁目6番7号

大字小野鶴1793番地の8 松が丘44-8 松が丘三丁目6番8号

大字小野鶴1793番地の9 松が丘44-9 松が丘三丁目6番9号

大字小野鶴1794番地の10 松が丘40-10 松が丘三丁目5番10号

大字小野鶴1794番地の11 松が丘40-11 松が丘三丁目5番11号

大字小野鶴1794番地の11 松が丘40-11 松が丘三丁目5番11号

大字小野鶴1794番地の12 松が丘40-12 松が丘三丁目5番12号

大字小野鶴1794番地の13 松が丘40-13 松が丘三丁目5番13号

大字小野鶴1794番地の13 松が丘40-13 松が丘三丁目5番13号

大字小野鶴1794番地の14 松が丘40-14 松が丘三丁目5番14号

大字小野鶴1794番地の15 松が丘40-15 松が丘三丁目5番15号

大字小野鶴1794番地の16 松が丘40-16 松が丘三丁目5番16号

大字小野鶴1794番地の16 松が丘40-16 松が丘三丁目5番16号

大字小野鶴1794番地の16 松が丘40-16 松が丘三丁目5番16号

大字小野鶴1794番地の16 松が丘40-16 松が丘三丁目5番16号

大字小野鶴1794番地の17 松が丘40-17 松が丘三丁目5番17号

大字小野鶴1794番地の18 松が丘40-18 松が丘三丁目5番18号

大字小野鶴1794番地の19 松が丘40-19 松が丘三丁目5番19号

大字小野鶴1794番地の2 松が丘40-2 松が丘三丁目5番2号

大字小野鶴1794番地の20 松が丘40-20 松が丘三丁目5番20号

大字小野鶴1794番地の3 松が丘40-3 松が丘三丁目5番3号

大字小野鶴1794番地の4 松が丘40-4 松が丘三丁目5番4号

大字小野鶴1794番地の5 松が丘40-5 松が丘三丁目5番5号

大字小野鶴1794番地の6 松が丘40-6 松が丘三丁目5番6号

大字小野鶴1794番地の6 松が丘40-6 松が丘三丁目5番6号

大字小野鶴1794番地の7 松が丘40-7 松が丘三丁目5番7号

大字小野鶴1794番地の7 松が丘40-7 松が丘三丁目5番7号

大字小野鶴1794番地の8 松が丘40-8 松が丘三丁目5番8号

大字小野鶴1794番地の9 松が丘40-9 松が丘三丁目5番9号

大字小野鶴1796番地の18 松が丘29-18 松が丘四丁目13番18号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1796番地の19 松が丘29-19 松が丘四丁目13番19号

大字小野鶴1796番地の4 松が丘29-4 松が丘四丁目13番4号

大字小野鶴1796番地の5 松が丘29-5 松が丘四丁目13番5号

大字小野鶴1796番地の5 松が丘29-5 松が丘四丁目13番5号

大字小野鶴1798番地の10 松が丘34-10 松が丘三丁目18番10号

大字小野鶴1798番地の11 松が丘34-11 松が丘三丁目18番11号

大字小野鶴1798番地の7 松が丘34-7 松が丘三丁目18番7号

大字小野鶴1798番地の9 松が丘34-9 松が丘三丁目18番9号

大字小野鶴1799番地の4 松が丘35-4 松が丘三丁目17番4号

大字小野鶴1799番地の5 松が丘35-5 松が丘三丁目17番5号

大字小野鶴1799番地の5 松が丘35-5 松が丘三丁目17番5号

大字小野鶴1799番地の6 松が丘35-6 松が丘三丁目17番6号

大字小野鶴1799番地の6 松が丘35-6 松が丘三丁目17番6号

大字小野鶴1799番地の7 松が丘35-7 松が丘三丁目17番7号

大字小野鶴1799番地の8 松が丘35-8 松が丘三丁目17番8号

大字小野鶴1799番地の9 松が丘35-9 松が丘三丁目17番9号

大字小野鶴1800番地の2 松が丘36-2 松が丘三丁目16番2号

大字小野鶴1800番地の4 松が丘36-4 松が丘三丁目16番4号

大字小野鶴1800番地の5 松が丘36-5 松が丘三丁目16番5号

大字小野鶴1800番地の7 松が丘36-7 松が丘三丁目16番7号

大字小野鶴1800番地の8 松が丘36-8 松が丘三丁目16番8号

大字小野鶴1800番地の8 松が丘36-8 松が丘三丁目16番8号

大字小野鶴1801番地の4 松が丘37-4 松が丘三丁目15番4号

大字小野鶴1801番地の4 松が丘37-4 松が丘三丁目15番4号

大字小野鶴1801番地の5 松が丘37-5 松が丘三丁目15番5号

大字小野鶴1801番地の6 松が丘37-6 松が丘三丁目15番6号

大字小野鶴1802番地の1 松が丘39-1 松が丘三丁目13番1号

大字小野鶴1802番地の10 松が丘39-10 松が丘三丁目13番10号

大字小野鶴1802番地の11 松が丘39-11 松が丘三丁目13番11号

大字小野鶴1802番地の12 松が丘39-12 松が丘三丁目13番12号

大字小野鶴1802番地の13 松が丘39-13 松が丘三丁目13番13号

大字小野鶴1802番地の14 松が丘39-14 松が丘三丁目13番14号

大字小野鶴1802番地の15 松が丘39-15 松が丘三丁目13番15号

大字小野鶴1802番地の15 松が丘39-15 松が丘三丁目13番15号

大字小野鶴1802番地の16 松が丘39-16 松が丘三丁目13番16号

大字小野鶴1802番地の16 松が丘39-16 松が丘三丁目13番16号

大字小野鶴1802番地の17 松が丘39-17 松が丘三丁目13番17号

大字小野鶴1802番地の18 松が丘39-18 松が丘三丁目13番18号

大字小野鶴1802番地の19 松が丘39-19 松が丘三丁目13番19号

大字小野鶴1802番地の2 松が丘39-2 松が丘三丁目13番2号

大字小野鶴1802番地の20 松が丘39-20 松が丘三丁目13番20号

大字小野鶴1802番地の3 松が丘39-3 松が丘三丁目13番3号

大字小野鶴1802番地の4 松が丘39-4 松が丘三丁目13番4号

大字小野鶴1802番地の6 松が丘39-6 松が丘三丁目13番6号

大字小野鶴1802番地の6 松が丘39-6 松が丘三丁目13番6号

大字小野鶴1802番地の7 松が丘39-7 松が丘三丁目13番7号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1802番地の8 松が丘39-8 松が丘三丁目13番8号

大字小野鶴1803番地の1 松が丘43-1 松が丘三丁目12番1号

大字小野鶴1803番地の10 松が丘43-10 松が丘三丁目12番10号

大字小野鶴1803番地の11 松が丘43-11 松が丘三丁目12番11号

大字小野鶴1803番地の12 松が丘43-12 松が丘三丁目12番12号

大字小野鶴1803番地の13 松が丘43-13 松が丘三丁目12番13号

大字小野鶴1803番地の14 松が丘43-14 松が丘三丁目12番14号

大字小野鶴1803番地の15 松が丘43-15 松が丘三丁目12番15号

大字小野鶴1803番地の16 松が丘43-16 松が丘三丁目12番16号

大字小野鶴1803番地の17 松が丘43-17 松が丘三丁目12番17号

大字小野鶴1803番地の18 松が丘43-18 松が丘三丁目12番18号

大字小野鶴1803番地の19 松が丘43-19 松が丘三丁目12番19号

大字小野鶴1803番地の2 松が丘43-2 松が丘三丁目12番2号

大字小野鶴1803番地の20 松が丘43-20 松が丘三丁目12番20号

大字小野鶴1803番地の21 松が丘43-21 松が丘三丁目12番21号

大字小野鶴1803番地の22 松が丘43-22 松が丘三丁目12番22号

大字小野鶴1803番地の22 松が丘43-22 松が丘三丁目12番22号

大字小野鶴1803番地の3 松が丘43-3 松が丘三丁目12番3号

大字小野鶴1803番地の4 松が丘43-4 松が丘三丁目12番4号

大字小野鶴1803番地の5 松が丘43-5 松が丘三丁目12番5号

大字小野鶴1803番地の6 松が丘43-6 松が丘三丁目12番6号

大字小野鶴1803番地の7 松が丘43-7 松が丘三丁目12番7号

大字小野鶴1803番地の8 松が丘43-8 松が丘三丁目12番8号

大字小野鶴1803番地の9 松が丘43-9 松が丘三丁目12番9号

大字小野鶴1803番地の9 松が丘43-9 松が丘三丁目12番9号

大字小野鶴1805番地の10 松が丘53-10 松が丘三丁目11番10号

大字小野鶴1805番地の11 松が丘53-11 松が丘三丁目11番11号

大字小野鶴1805番地の12 松が丘53-12 松が丘三丁目11番12号

大字小野鶴1805番地の13 松が丘53-13 松が丘三丁目11番13号

大字小野鶴1805番地の14 松が丘53-14 松が丘三丁目11番14号

大字小野鶴1805番地の2 松が丘53-2 松が丘三丁目11番2号

大字小野鶴1805番地の3 松が丘53-3 松が丘三丁目11番3号

大字小野鶴1805番地の4 松が丘53-4 松が丘三丁目11番4号

大字小野鶴1805番地の5 松が丘53-5 松が丘三丁目11番5号

大字小野鶴1805番地の6 松が丘53-6 松が丘三丁目11番6号

大字小野鶴1805番地の7 松が丘53-7 松が丘三丁目11番7号

大字小野鶴1805番地の8 松が丘53-8 松が丘三丁目11番8号

大字小野鶴1805番地の9 松が丘53-9 松が丘三丁目11番9号

大字小野鶴1806番地の1 松が丘57-1 松が丘三丁目10番1号

大字小野鶴1806番地の12 松が丘57-12 松が丘三丁目10番12号

大字小野鶴1806番地の12 松が丘57-12 松が丘三丁目10番12号

大字小野鶴1806番地の13 松が丘57-13 松が丘三丁目10番13号

大字小野鶴1806番地の14 松が丘57-14 松が丘三丁目10番14号

大字小野鶴1806番地の15 松が丘57-15 松が丘三丁目10番15号

大字小野鶴1806番地の16 松が丘57-16 松が丘三丁目10番16号

大字小野鶴1806番地の2 松が丘57-2 松が丘三丁目10番2号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1806番地の3 松が丘57-3 松が丘三丁目10番3号

大字小野鶴1806番地の3 松が丘57-3 松が丘三丁目10番3号

大字小野鶴1806番地の4 松が丘57-4 松が丘三丁目10番4号

大字小野鶴1806番地の5 松が丘57-5 松が丘三丁目10番5号

大字小野鶴1806番地の6 松が丘57-6 松が丘三丁目10番6号

大字小野鶴1829番地の10 松が丘95-8 松が丘四丁目7番14号

大字小野鶴1829番地の11 松が丘95-7 松が丘四丁目7番13号

大字小野鶴1829番地の15 松が丘95-12 松が丘四丁目7番18号

大字小野鶴1829番地の6 松が丘95-13 松が丘四丁目7番19号

大字小野鶴1829番地の7 松が丘95-11 松が丘四丁目7番17号

大字小野鶴1829番地の8 松が丘95-10 松が丘四丁目7番16号

大字小野鶴1829番地の9 松が丘95-9 松が丘四丁目7番15号

大字小野鶴1837番地の10 松が丘5-7 松が丘四丁目20番7号

大字小野鶴1837番地の11 松が丘5-6 松が丘四丁目20番6号

大字小野鶴1837番地の12 松が丘5-5 松が丘四丁目20番5号

大字小野鶴1837番地の13 松が丘5-4 松が丘四丁目20番4号

大字小野鶴1837番地の14 松が丘5-3 松が丘四丁目20番3号

大字小野鶴1837番地の15 松が丘5-2 松が丘四丁目20番2号

大字小野鶴1837番地の16 松が丘5-1 松が丘四丁目20番1号

大字小野鶴1837番地の17 松が丘5-14 松が丘四丁目20番14号

大字小野鶴1837番地の18 松が丘5-15 松が丘四丁目20番15号

大字小野鶴1837番地の19 松が丘5-16 松が丘四丁目20番16号

大字小野鶴1837番地の4 松が丘5-12 松が丘四丁目20番12号

大字小野鶴1837番地の4 松が丘5-12 松が丘四丁目20番12号

大字小野鶴1837番地の5 松が丘5-11 松が丘四丁目20番11号

大字小野鶴1837番地の6 松が丘5-10 松が丘四丁目20番10号

大字小野鶴1837番地の7 松が丘5-9 松が丘四丁目20番9号

大字小野鶴1837番地の8 松が丘5-8 松が丘四丁目20番8号

大字小野鶴1850番地の1 松が丘2-1 松が丘四丁目19番1号

大字小野鶴1850番地の10 松が丘2-10 松が丘四丁目19番10号

大字小野鶴1850番地の10 松が丘2-10 松が丘四丁目19番10号

大字小野鶴1850番地の2 松が丘2-2 松が丘四丁目19番2号

大字小野鶴1850番地の2 松が丘2-2 松が丘四丁目19番2号

大字小野鶴1850番地の3 松が丘2-3 松が丘四丁目19番3号

大字小野鶴1850番地の4 松が丘2-4 松が丘四丁目19番4号

大字小野鶴1850番地の5 松が丘2-5 松が丘四丁目19番5号

大字小野鶴1850番地の5 松が丘2-5 松が丘四丁目19番5号

大字小野鶴1850番地の7 松が丘2-7 松が丘四丁目19番7号

大字小野鶴1850番地の8 松が丘2-8 松が丘四丁目19番8号

大字小野鶴1850番地の8 松が丘2-8 松が丘四丁目19番8号

大字小野鶴1850番地の9 松が丘2-9 松が丘四丁目19番9号

大字小野鶴1850番地の9 松が丘2-9 松が丘四丁目19番9号

大字小野鶴1851番地の10 松が丘3-10 松が丘四丁目8番10号

大字小野鶴1851番地の10 松が丘3-10 松が丘四丁目8番10号

大字小野鶴1851番地の4 松が丘3-4 松が丘四丁目8番4号

大字小野鶴1851番地の5 松が丘3-5 松が丘四丁目8番5号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1851番地の6 松が丘3-6 松が丘四丁目8番6号

大字小野鶴1851番地の7 松が丘3-7 松が丘四丁目8番7号

大字小野鶴1851番地の8 松が丘3-8 松が丘四丁目8番8号

大字小野鶴1851番地の9 松が丘3-9 松が丘四丁目8番9号

大字小野鶴1852番地の10 松が丘6-10 松が丘四丁目9番10号

大字小野鶴1852番地の11 松が丘6-11 松が丘四丁目9番11号

大字小野鶴1852番地の11 松が丘6-11 松が丘四丁目9番11号

大字小野鶴1852番地の12 松が丘6-12 松が丘四丁目9番12号

大字小野鶴1852番地の3 松が丘6-3 松が丘四丁目9番3号

大字小野鶴1852番地の3 松が丘6-3 松が丘四丁目9番3号

大字小野鶴1852番地の4 松が丘6-4 松が丘四丁目9番4号

大字小野鶴1852番地の5 松が丘6-5 松が丘四丁目9番5号

大字小野鶴1852番地の5 松が丘6-5 松が丘四丁目9番5号

大字小野鶴1852番地の6 松が丘6-6 松が丘四丁目9番6号

大字小野鶴1852番地の7 松が丘6-7 松が丘四丁目9番7号

大字小野鶴1852番地の8 松が丘6-8 松が丘四丁目9番8号

大字小野鶴1852番地の9 松が丘6-9 松が丘四丁目9番9号

大字小野鶴1853番地の1 松が丘10-1 松が丘四丁目18番1号

大字小野鶴1853番地の10 松が丘10-10 松が丘四丁目18番10号

大字小野鶴1853番地の11 松が丘10-11 松が丘四丁目18番11号

大字小野鶴1853番地の12 松が丘10-12 松が丘四丁目18番12号

大字小野鶴1853番地の14 松が丘10-14 松が丘四丁目18番14号

大字小野鶴1853番地の2 松が丘10-2 松が丘四丁目18番2号

大字小野鶴1853番地の3 松が丘10-3 松が丘四丁目18番3号

大字小野鶴1853番地の4 松が丘10-4 松が丘四丁目18番4号

大字小野鶴1853番地の5 松が丘10-5 松が丘四丁目18番5号

大字小野鶴1853番地の6 松が丘10-6 松が丘四丁目18番6号

大字小野鶴1853番地の7 松が丘10-7 松が丘四丁目18番7号

大字小野鶴1853番地の8 松が丘10-8 松が丘四丁目18番8号

大字小野鶴1853番地の9 松が丘10-9 松が丘四丁目18番9号

大字小野鶴1854番地の10 松が丘11-10 松が丘四丁目10番10号

大字小野鶴1854番地の4 松が丘11-4 松が丘四丁目10番4号

大字小野鶴1854番地の5 松が丘11-5 松が丘四丁目10番5号

大字小野鶴1854番地の5 松が丘11-5 松が丘四丁目10番5号

大字小野鶴1854番地の6 松が丘11-6 松が丘四丁目10番6号

大字小野鶴1854番地の7 松が丘11-7 松が丘四丁目10番7号

大字小野鶴1854番地の8 松が丘11-8 松が丘四丁目10番8号

大字小野鶴1854番地の9 松が丘11-9 松が丘四丁目10番9号

大字小野鶴1854番地の9 松が丘11-9 松が丘四丁目10番9号

大字小野鶴1855番地の1 松が丘23-1 松が丘四丁目17番1号

大字小野鶴1856番地の1 松が丘15-1 松が丘四丁目16番1号

大字小野鶴1856番地の1 松が丘15-1 松が丘四丁目16番1号

大字小野鶴1856番地の11 松が丘15-11 松が丘四丁目16番11号

大字小野鶴1856番地の12 松が丘15-12 松が丘四丁目16番12号

大字小野鶴1856番地の13 松が丘15-13 松が丘四丁目16番13号

大字小野鶴1856番地の2 松が丘15-2 松が丘四丁目16番2号



(H28.1.9現在）
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1856番地の3 松が丘15-3 松が丘四丁目16番3号

大字小野鶴1856番地の3 松が丘15-3 松が丘四丁目16番3号

大字小野鶴1856番地の3 松が丘15-3 松が丘四丁目16番3号

大字小野鶴1856番地の4 松が丘15-4 松が丘四丁目16番4号

大字小野鶴1856番地の5 松が丘15-5 松が丘四丁目16番5号

大字小野鶴1856番地の6 松が丘15-6 松が丘四丁目16番6号

大字小野鶴1857番地の10 松が丘16-10 松が丘四丁目11番10号

大字小野鶴1857番地の11 松が丘16-11 松が丘四丁目11番11号

大字小野鶴1857番地の12 松が丘16-12 松が丘四丁目11番12号

大字小野鶴1857番地の14 松が丘16-14 松が丘四丁目11番14号

大字小野鶴1857番地の15 松が丘16-15 松が丘四丁目11番15号

大字小野鶴1857番地の16 松が丘16-16 松が丘四丁目11番16号

大字小野鶴1857番地の17 松が丘16-17 松が丘四丁目11番17号

大字小野鶴1857番地の6 松が丘16-6 松が丘四丁目11番6号

大字小野鶴1857番地の7 松が丘16-7 松が丘四丁目11番7号

大字小野鶴1857番地の8 松が丘16-8 松が丘四丁目11番8号

大字小野鶴1857番地の9 松が丘16-9 松が丘四丁目11番9号

大字小野鶴1858番地の14 松が丘24-14 松が丘四丁目15番14号

大字小野鶴1858番地の2 松が丘24-2 松が丘四丁目15番2号

大字小野鶴1859番地の10 松が丘25-10 松が丘四丁目12番10号

大字小野鶴1859番地の11 松が丘25-11 松が丘四丁目12番11号

大字小野鶴1859番地の12 松が丘25-12 松が丘四丁目12番12号

大字小野鶴1859番地の13 松が丘25-13 松が丘四丁目12番13号

大字小野鶴1859番地の13 松が丘25-13 松が丘四丁目12番13号

大字小野鶴1859番地の14 松が丘25-14 松が丘四丁目12番14号

大字小野鶴1859番地の15 松が丘25-15 松が丘四丁目12番15号

大字小野鶴1859番地の15 松が丘25-15 松が丘四丁目12番15号

大字小野鶴1859番地の16 松が丘25-16 松が丘四丁目12番16号

大字小野鶴1859番地の16 松が丘25-16 松が丘四丁目12番16号

大字小野鶴1859番地の17 松が丘四丁目12番17号

大字小野鶴1859番地の17 松が丘25-17 松が丘四丁目12番17号

大字小野鶴1859番地の18 松が丘25-18 松が丘四丁目12番18号

大字小野鶴1859番地の5 松が丘25-5 松が丘四丁目12番5号

大字小野鶴1859番地の7 松が丘25-7 松が丘四丁目12番7号

大字小野鶴1859番地の8 松が丘25-8 松が丘四丁目12番8号

大字小野鶴1859番地の9 松が丘25-9 松が丘四丁目12番9号

大字小野鶴1859番地の9 松が丘25-9 松が丘四丁目12番9号

大字小野鶴1860番地の1 松が丘28-1 松が丘四丁目14番1号

大字小野鶴1860番地の19 松が丘28-19 松が丘四丁目14番19号

大字小野鶴1860番地の2 松が丘28-2 松が丘四丁目14番2号

大字小野鶴1860番地の20 松が丘28-20 松が丘四丁目14番20号

大字小野鶴1861番地の10 松が丘29-10 松が丘四丁目13番10号

大字小野鶴1861番地の10 松が丘29-10 松が丘四丁目13番10号

大字小野鶴1861番地の11 松が丘29-11 松が丘四丁目13番11号

大字小野鶴1861番地の11 松が丘29-11 松が丘四丁目13番11号

大字小野鶴1861番地の12 松が丘29-12 松が丘四丁目13番12号



(H28.1.9現在）
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字小野鶴1861番地の13 松が丘29-13 松が丘四丁目13番13号

大字小野鶴1861番地の14 松が丘29-14 松が丘四丁目13番14号

大字小野鶴1861番地の15 松が丘29-15 松が丘四丁目13番15号

大字小野鶴1861番地の16 松が丘29-16 松が丘四丁目13番16号

大字小野鶴1861番地の17 松が丘29-17 松が丘四丁目13番17号

大字小野鶴1861番地の6 松が丘29-6 松が丘四丁目13番6号

大字小野鶴1861番地の7 松が丘29-7 松が丘四丁目13番7号

大字小野鶴1861番地の8 松が丘29-8 松が丘四丁目13番8号

大字小野鶴1861番地の9 松が丘29-9 松が丘四丁目13番9号

大字小野鶴1862番地の9 松が丘36-9 松が丘三丁目16番9号

大字小野鶴1865番地の1 松が丘37-1 松が丘三丁目15番1号

大字小野鶴1865番地の1 松が丘37-1 松が丘三丁目15番1号

大字小野鶴1865番地の2 松が丘37-2 松が丘三丁目15番2号

大字小野鶴1865番地の3 松が丘37-3 松が丘三丁目15番3号

大字小野鶴1865番地の7 松が丘37-7 松が丘三丁目15番7号

大字小野鶴1865番地の8 松が丘37-8 松が丘三丁目15番8号

大字小野鶴1865番地の8 松が丘37-8 松が丘三丁目15番8号

大字小野鶴1865番地の9 松が丘37-9 松が丘三丁目15番9号

大字小野鶴1880番地の10 松が丘15-10 松が丘四丁目16番10号

大字小野鶴1880番地の7 松が丘15-7 松が丘四丁目16番7号

大字小野鶴1880番地の7 松が丘15-7 松が丘四丁目16番7号

大字小野鶴1880番地の8 松が丘15-8 松が丘四丁目16番8号

大字小野鶴1880番地の9 松が丘15-9 松が丘四丁目16番9号

大字小野鶴1881番地の10 松が丘24-10 松が丘四丁目15番10号

大字小野鶴1881番地の11 松が丘24-11 松が丘四丁目15番11号

大字小野鶴1881番地の12 松が丘24-12 松が丘四丁目15番12号

大字小野鶴1881番地の3 松が丘24-3 松が丘四丁目15番3号

大字小野鶴1881番地の4 松が丘24-4 松が丘四丁目15番4号

大字小野鶴1881番地の5 松が丘24-5 松が丘四丁目15番5号

大字小野鶴1881番地の6 松が丘24-6 松が丘四丁目15番6号

大字小野鶴1881番地の7 松が丘24-7 松が丘四丁目15番7号

大字小野鶴1881番地の8 松が丘24-8 松が丘四丁目15番8号

大字小野鶴1881番地の9 松が丘24-9 松が丘四丁目15番9号

大字小野鶴1882番地の10 松が丘28-10 松が丘四丁目14番10号

大字小野鶴1882番地の11 松が丘28-11 松が丘四丁目14番11号

大字小野鶴1882番地の11 松が丘28-11 松が丘四丁目14番11号

大字小野鶴1882番地の14 松が丘28-14 松が丘四丁目14番14号

大字小野鶴1882番地の15 松が丘28-15 松が丘四丁目14番15号

大字小野鶴1882番地の16 松が丘28-16 松が丘四丁目14番16号

大字小野鶴1882番地の16 松が丘28-16 松が丘四丁目14番16号

大字小野鶴1882番地の17 松が丘28-17 松が丘四丁目14番17号

大字小野鶴1882番地の17 松が丘28-17 松が丘四丁目14番17号

大字小野鶴1882番地の18 松が丘28-18 松が丘四丁目14番18号

大字小野鶴1882番地の3 松が丘28-3 松が丘四丁目14番3号

大字小野鶴1882番地の3 松が丘28-3 松が丘四丁目14番3号

大字小野鶴1882番地の4 松が丘28-4 松が丘四丁目14番4号
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大字小野鶴1882番地の5 松が丘28-5 松が丘四丁目14番5号

大字小野鶴1882番地の6 松が丘28-6 松が丘四丁目14番6号

大字小野鶴1882番地の7 松が丘28-7 松が丘四丁目14番7号

大字小野鶴1882番地の8 松が丘28-8 松が丘四丁目14番8号

大字小野鶴1883番地の1 松が丘36-1 松が丘三丁目16番1号

大字小野鶴1883番地の10 松が丘36-10 松が丘三丁目16番10号

大字小野鶴1884番地の10 松が丘35-10 松が丘三丁目17番10号

大字小野鶴1884番地の11 松が丘35-11 松が丘三丁目17番11号

大字小野鶴1884番地の12 松が丘35-12 松が丘三丁目17番12号

大字小野鶴1885番地の10 松が丘23-10 松が丘三丁目19番3号

大字小野鶴1885番地の11 松が丘23-11 松が丘三丁目19番4号

大字小野鶴1885番地の12 松が丘23-12 松が丘三丁目19番5号

大字小野鶴1885番地の13 松が丘23-13 松が丘三丁目19番6号

大字小野鶴1885番地の14 松が丘23-14 松が丘三丁目19番7号

大字小野鶴1885番地の3 松が丘23-3 松が丘四丁目17番3号

大字小野鶴1885番地の4 松が丘23-4 松が丘四丁目17番4号

大字小野鶴1885番地の4 松が丘23-4 松が丘四丁目17番4号

大字小野鶴1885番地の5 松が丘23-5 松が丘四丁目17番5号

大字小野鶴1885番地の5 松が丘23-5 松が丘四丁目17番5号

大字小野鶴1885番地の7 松が丘23-7 松が丘四丁目17番7号

大字小野鶴1885番地の8 松が丘23-8 松が丘三丁目19番1号

大字小野鶴1949番地の5 松が丘95-6 松が丘四丁目7番12号

大字小野鶴字深迫1525番地の6 松が丘二丁目6番6号

大字上宗方1505番地の1 松が丘46-17 松が丘一丁目6番17号

大字上宗方1509番地の2 松が丘一丁目10番10号

大字上宗方1509番地の3 松が丘一丁目10番9号

大字上宗方1509番地の4 松が丘一丁目10番8号

大字上宗方1509番地の4 松が丘一丁目10番8号

大字上宗方1516番地の10 松が丘一丁目12番3号

大字上宗方1516番地の3 松が丘一丁目12番10号

大字上宗方1516番地の4 松が丘一丁目12番9号

大字上宗方1516番地の5 松が丘一丁目12番8号

大字上宗方1516番地の6 松が丘一丁目12番7号

大字上宗方1516番地の7 松が丘一丁目12番6号

大字上宗方1516番地の7 松が丘一丁目12番6号

大字上宗方1516番地の8 松が丘一丁目12番5号

大字上宗方1516番地の9 松が丘一丁目12番4号

大字上宗方1519番地の2 松が丘一丁目11番4号

大字上宗方1519番地の4 松が丘一丁目11番5号

大字上宗方1528番地の6 松が丘20-1 松が丘一丁目14番1号

大字上宗方1539番地の14 松が丘90-2 松が丘一丁目15番2号

大字上宗方1539番地の6 松が丘90-1 松が丘一丁目15番1号

大字上宗方1539番地の8 松が丘90-9 松が丘一丁目15番9号

大字上宗方1550番地の11 松が丘63-8 松が丘二丁目1番15号

大字上宗方1550番地の12 松が丘63-9 松が丘二丁目1番16号

大字上宗方1550番地の13 松が丘63-10 松が丘二丁目1番17号
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大字上宗方1550番地の14 松が丘63-11 松が丘二丁目1番18号

大字上宗方1550番地の15 松が丘63-12 松が丘二丁目1番19号

大字上宗方1550番地の4 松が丘二丁目1番6号

大字上宗方1550番地の5 松が丘63-3 松が丘二丁目1番3号

大字上宗方1551番地の8 松が丘64-8 松が丘一丁目2番8号

大字上宗方1568番地の1 松が丘55-1 松が丘三丁目2番1号

大字上宗方1568番地の1 松が丘55-1 松が丘三丁目2番1号

大字上宗方1568番地の17 松が丘55-17 松が丘三丁目2番17号

大字上宗方1568番地の18 松が丘55-18 松が丘三丁目2番18号

大字上宗方1568番地の19 松が丘55-19 松が丘三丁目2番19号

大字上宗方1568番地の2 松が丘55-2 松が丘三丁目2番2号

大字上宗方1568番地の20 松が丘55-20 松が丘三丁目2番20号

大字上宗方1568番地の21 松が丘55-21 松が丘三丁目2番21号

大字上宗方1568番地の22 松が丘55-22 松が丘三丁目2番22号

大字上宗方1568番地の22 松が丘55-22 松が丘三丁目2番22号

大字上宗方1568番地の23 松が丘55-23 松が丘三丁目2番23号

大字上宗方1568番地の3 松が丘55-3 松が丘三丁目2番3号

大字上宗方1568番地の4 松が丘55-4 松が丘三丁目2番4号

大字上宗方1568番地の5 松が丘55-5 松が丘三丁目2番5号

大字上宗方1568番地の6 松が丘55-6 松が丘三丁目2番6号

大字上宗方1568番地の7 松が丘55-7 松が丘三丁目2番7号

大字上宗方1568番地の8 松が丘55-8 松が丘三丁目2番8号

大字上宗方1568番地の8 松が丘55-8 松が丘三丁目2番8号

大字上宗方1569番地の1 松が丘45-1 松が丘三丁目3番1号

大字上宗方1569番地の10 松が丘45-10 松が丘三丁目3番10号

大字上宗方1569番地の11 松が丘45-11 松が丘三丁目3番11号

大字上宗方1569番地の12 松が丘45-12 松が丘三丁目3番12号

大字上宗方1569番地の13 松が丘45-13 松が丘三丁目3番13号

大字上宗方1569番地の14 松が丘45-14 松が丘三丁目3番14号

大字上宗方1569番地の15 松が丘45-15 松が丘三丁目3番15号

大字上宗方1569番地の15 松が丘45-15 松が丘三丁目3番15号

大字上宗方1569番地の16 松が丘45-16 松が丘三丁目3番16号

大字上宗方1569番地の17 松が丘45-17 松が丘三丁目3番17号

大字上宗方1569番地の2 松が丘45-2 松が丘三丁目3番2号

大字上宗方1569番地の4 松が丘45-4 松が丘三丁目3番4号

大字上宗方1569番地の5 松が丘45-5 松が丘三丁目3番5号

大字上宗方1569番地の6 松が丘45-6 松が丘三丁目3番6号

大字上宗方1569番地の7 松が丘45-7 松が丘三丁目3番7号

大字上宗方1569番地の8 松が丘45-8 松が丘三丁目3番8号

大字上宗方1569番地の9 松が丘45-9 松が丘三丁目3番9号

大字上宗方1572番地の1 松が丘44-1 松が丘三丁目6番1号

大字上宗方1573番地の1 松が丘40-1 松が丘三丁目5番1号

大字上宗方1573番地の21 松が丘40-21 松が丘三丁目5番21号

大字上宗方1574番地の1 松が丘41-1 松が丘三丁目4番1号

大字上宗方1574番地の1 松が丘41-1 松が丘三丁目4番1号

大字上宗方1574番地の10 松が丘41-10 松が丘三丁目4番10号
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字上宗方1574番地の10 松が丘41-10 松が丘三丁目4番10号

大字上宗方1574番地の11 松が丘41-11 松が丘三丁目4番11号

大字上宗方1574番地の12 松が丘41-12 松が丘三丁目4番12号

大字上宗方1574番地の13 松が丘41-13 松が丘三丁目4番13号

大字上宗方1574番地の13 松が丘41-13 松が丘三丁目4番13号

大字上宗方1574番地の14 松が丘41-14 松が丘三丁目4番14号

大字上宗方1574番地の15 松が丘41-15 松が丘三丁目4番15号

大字上宗方1574番地の16 松が丘41-16 松が丘三丁目4番16号

大字上宗方1574番地の17 松が丘41-17 松が丘三丁目4番17号

大字上宗方1574番地の18 松が丘41-18 松が丘三丁目4番18号

大字上宗方1574番地の19 松が丘41-19 松が丘三丁目4番19号

大字上宗方1574番地の19 松が丘41-19 松が丘三丁目4番19号

大字上宗方1574番地の2 松が丘41-2 松が丘三丁目4番2号

大字上宗方1574番地の20 松が丘41-20 松が丘三丁目4番20号

大字上宗方1574番地の20 松が丘41-20 松が丘三丁目4番20号

大字上宗方1574番地の3 松が丘41-3 松が丘三丁目4番3号

大字上宗方1574番地の4 松が丘41-4 松が丘三丁目4番4号

大字上宗方1574番地の5 松が丘41-5 松が丘三丁目4番5号

大字上宗方1574番地の6 松が丘41-6 松が丘三丁目4番6号

大字上宗方1574番地の7 松が丘41-7 松が丘三丁目4番7号

大字上宗方1574番地の8 松が丘41-8 松が丘三丁目4番8号

大字上宗方1574番地の8 松が丘41-8 松が丘三丁目4番8号

大字上宗方1574番地の9 松が丘41-9 松が丘三丁目4番9号

大字上宗方1581番地の5 松が丘1-5 松が丘四丁目7番6号

大字上宗方1581番地の6 松が丘1-6 松が丘四丁目7番5号

大字上宗方1581番地の8 松が丘1-8 松が丘四丁目7番3号

大字上宗方1581番地の9 松が丘1-9 松が丘四丁目7番2号

大字上宗方1581番地の9 松が丘1-9 松が丘四丁目7番2号

大字上宗方1582番地の1 松が丘3-1 松が丘四丁目8番1号

大字上宗方1582番地の11 松が丘3-11 松が丘四丁目8番11号

大字上宗方1582番地の12 松が丘3-12 松が丘四丁目8番12号

大字上宗方1582番地の13 松が丘3-13 松が丘四丁目8番13号

大字上宗方1582番地の14 松が丘3-14 松が丘四丁目8番14号

大字上宗方1582番地の2 松が丘3-2 松が丘四丁目8番2号

大字上宗方1582番地の3 松が丘3-3 松が丘四丁目8番3号

大字上宗方1583番地の1 松が丘4-1 松が丘四丁目6番1号

大字上宗方1583番地の10 松が丘4-10 松が丘四丁目6番10号

大字上宗方1583番地の11 松が丘4-11 松が丘四丁目6番11号

大字上宗方1583番地の11 松が丘4-11 松が丘四丁目6番11号

大字上宗方1583番地の12 松が丘4-12 松が丘四丁目6番12号

大字上宗方1583番地の13 松が丘4-13 松が丘四丁目6番13号

大字上宗方1583番地の14 松が丘4-14 松が丘四丁目6番14号

大字上宗方1583番地の14 松が丘4-14 松が丘四丁目6番14号

大字上宗方1583番地の15 松が丘4-15 松が丘四丁目6番15号

大字上宗方1583番地の16 松が丘4-16 松が丘四丁目6番16号

大字上宗方1583番地の2 松が丘4-2 松が丘四丁目6番2号
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大字上宗方1583番地の3 松が丘4-3 松が丘四丁目6番3号

大字上宗方1583番地の4 松が丘4-4 松が丘四丁目6番4号

大字上宗方1583番地の5 松が丘4-5 松が丘四丁目6番5号

大字上宗方1583番地の6 松が丘4-6 松が丘四丁目6番6号

大字上宗方1583番地の7 松が丘4-7 松が丘四丁目6番7号

大字上宗方1583番地の8 松が丘4-8 松が丘四丁目6番8号

大字上宗方1583番地の8 松が丘4-8 松が丘四丁目6番8号

大字上宗方1583番地の9 松が丘4-9 松が丘四丁目6番9号

大字上宗方1584番地の1 松が丘6-1 松が丘四丁目9番1号

大字上宗方1584番地の13 松が丘6-13 松が丘四丁目9番13号

大字上宗方1584番地の14 松が丘6-14 松が丘四丁目9番14号

大字上宗方1584番地の2 松が丘6-2 松が丘四丁目9番2号

大字上宗方1585番地の1 松が丘7-1 松が丘四丁目5番1号

大字上宗方1585番地の10 松が丘7-10 松が丘四丁目5番10号

大字上宗方1585番地の11 松が丘7-11 松が丘四丁目5番11号

大字上宗方1585番地の12 松が丘7-12 松が丘四丁目5番12号

大字上宗方1585番地の13 松が丘7-13 松が丘四丁目5番13号

大字上宗方1585番地の13 松が丘7-13 松が丘四丁目5番13号

大字上宗方1585番地の14 松が丘7-14 松が丘四丁目5番14号

大字上宗方1585番地の14 松が丘7-14 松が丘四丁目5番14号

大字上宗方1585番地の15 松が丘7-15 松が丘四丁目5番15号

大字上宗方1585番地の16 松が丘7-16 松が丘四丁目5番16号

大字上宗方1585番地の16 松が丘7-16 松が丘四丁目5番16号

大字上宗方1585番地の2 松が丘7-2 松が丘四丁目5番2号

大字上宗方1585番地の3 松が丘7-3 松が丘四丁目5番3号

大字上宗方1585番地の4 松が丘7-4 松が丘四丁目5番4号

大字上宗方1585番地の5 松が丘7-5 松が丘四丁目5番5号

大字上宗方1585番地の6 松が丘7-6 松が丘四丁目5番6号

大字上宗方1585番地の7 松が丘7-7 松が丘四丁目5番7号

大字上宗方1585番地の8 松が丘7-8 松が丘四丁目5番8号

大字上宗方1585番地の9 松が丘7-9 松が丘四丁目5番9号

大字上宗方1586番地の1 松が丘11-1 松が丘四丁目10番1号

大字上宗方1586番地の11 松が丘11-11 松が丘四丁目10番11号

大字上宗方1586番地の11 松が丘11-11 松が丘四丁目10番11号

大字上宗方1586番地の12 松が丘11-12 松が丘四丁目10番12号

大字上宗方1586番地の13 松が丘11-13 松が丘四丁目10番13号

大字上宗方1586番地の14 松が丘11-14 松が丘四丁目10番14号

大字上宗方1586番地の14 松が丘11-14 松が丘四丁目10番14号

大字上宗方1586番地の2 松が丘11-2 松が丘四丁目10番2号

大字上宗方1586番地の3 松が丘11-3 松が丘四丁目10番3号

大字上宗方1587番地の1 松が丘12-1 松が丘四丁目4番1号

大字上宗方1587番地の10 松が丘12-10 松が丘四丁目4番10号

大字上宗方1587番地の11 松が丘四丁目4番11号

大字上宗方1587番地の11 松が丘12-11 松が丘四丁目4番11号

大字上宗方1587番地の11 松が丘12-11 松が丘四丁目4番11号

大字上宗方1587番地の13 松が丘12-13 松が丘四丁目4番13号
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大字上宗方1587番地の14 松が丘12-14 松が丘四丁目4番14号

大字上宗方1587番地の15 松が丘12-15 松が丘四丁目4番15号

大字上宗方1587番地の17 松が丘12-17 松が丘四丁目4番17号

大字上宗方1587番地の18 松が丘12-18 松が丘四丁目4番18号

大字上宗方1587番地の19 松が丘12-19 松が丘四丁目4番19号

大字上宗方1587番地の2 松が丘12-2 松が丘四丁目4番2号

大字上宗方1587番地の20 松が丘12-20 松が丘四丁目4番20号

大字上宗方1587番地の3 松が丘12-3 松が丘四丁目4番3号

大字上宗方1587番地の4 松が丘12-4 松が丘四丁目4番4号

大字上宗方1587番地の5 松が丘12-5 松が丘四丁目4番5号

大字上宗方1587番地の5 松が丘12-5 松が丘四丁目4番5号

大字上宗方1587番地の6 松が丘12-6 松が丘四丁目4番6号

大字上宗方1587番地の7 松が丘12-7 松が丘四丁目4番7号

大字上宗方1587番地の8 松が丘12-8 松が丘四丁目4番8号

大字上宗方1587番地の9 松が丘12-9 松が丘四丁目4番9号

大字上宗方1588番地の1 松が丘16-1 松が丘四丁目11番1号

大字上宗方1588番地の1 松が丘16-1 松が丘四丁目11番1号

大字上宗方1588番地の18 松が丘16-18 松が丘四丁目11番18号

大字上宗方1588番地の19 松が丘16-19 松が丘四丁目11番19号

大字上宗方1588番地の2 松が丘16-2 松が丘四丁目11番2号

大字上宗方1588番地の20 松が丘16-20 松が丘四丁目11番20号

大字上宗方1588番地の20 松が丘16-20 松が丘四丁目11番20号

大字上宗方1588番地の21 松が丘16-21 松が丘四丁目11番21号

大字上宗方1588番地の3 松が丘16-3 松が丘四丁目11番3号

大字上宗方1588番地の4 松が丘16-4 松が丘四丁目11番4号

大字上宗方1588番地の5 松が丘四丁目11番5号

大字上宗方1588番地の5 松が丘16-5 松が丘四丁目11番5号

大字上宗方1589番地の1 松が丘17-1 松が丘四丁目3番1号

大字上宗方1589番地の1 松が丘17-1 松が丘四丁目3番1号

大字上宗方1589番地の10 松が丘17-10 松が丘四丁目3番10号

大字上宗方1589番地の11 松が丘17-11 松が丘四丁目3番11号

大字上宗方1589番地の12 松が丘17-12 松が丘四丁目3番12号

大字上宗方1589番地の13 松が丘17-13 松が丘四丁目3番13号

大字上宗方1589番地の13 松が丘17-13 松が丘四丁目3番13号

大字上宗方1589番地の15 松が丘17-15 松が丘四丁目3番15号

大字上宗方1589番地の16 松が丘17-16 松が丘四丁目3番16号

大字上宗方1589番地の17 松が丘17-17 松が丘四丁目3番17号

大字上宗方1589番地の18 松が丘17-18 松が丘四丁目3番18号

大字上宗方1589番地の19 松が丘17-19 松が丘四丁目3番19号

大字上宗方1589番地の2 松が丘17-2 松が丘四丁目3番2号

大字上宗方1589番地の20 松が丘17-20 松が丘四丁目3番20号

大字上宗方1589番地の21 松が丘17-21 松が丘四丁目3番21号

大字上宗方1589番地の4 松が丘17-4 松が丘四丁目3番4号

大字上宗方1589番地の5 松が丘17-5 松が丘四丁目3番5号

大字上宗方1589番地の5 松が丘17-5 松が丘四丁目3番5号

大字上宗方1589番地の5 松が丘17-5 松が丘四丁目3番5号
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大字上宗方1589番地の6 松が丘17-6 松が丘四丁目3番6号

大字上宗方1589番地の7 松が丘17-7 松が丘四丁目3番7号

大字上宗方1589番地の7 松が丘17-7 松が丘四丁目3番7号

大字上宗方1589番地の8 松が丘17-8 松が丘四丁目3番8号

大字上宗方1589番地の9 松が丘17-9 松が丘四丁目3番9号

大字上宗方1590番地の1 松が丘25-1 松が丘四丁目12番1号

大字上宗方1590番地の1 松が丘25-1 松が丘四丁目12番1号

大字上宗方1590番地の19 松が丘四丁目12番19号

大字上宗方1590番地の19 松が丘25-19 松が丘四丁目12番19号

大字上宗方1590番地の19 松が丘25-19 松が丘四丁目12番19号

大字上宗方1590番地の2 松が丘25-2 松が丘四丁目12番2号

大字上宗方1590番地の20 松が丘25-20 松が丘四丁目12番20号

大字上宗方1590番地の21 松が丘25-21 松が丘四丁目12番21号

大字上宗方1590番地の3 松が丘25-3 松が丘四丁目12番3号

大字上宗方1590番地の4 松が丘25-4 松が丘四丁目12番4号

大字上宗方1591番地の10 松が丘26-10 松が丘四丁目2番10号

大字上宗方1591番地の11 松が丘26-11 松が丘四丁目2番11号

大字上宗方1591番地の12 松が丘26-12 松が丘四丁目2番12号

大字上宗方1591番地の13 松が丘26-13 松が丘四丁目2番13号

大字上宗方1591番地の14 松が丘26-14 松が丘四丁目2番14号

大字上宗方1591番地の15 松が丘26-15 松が丘四丁目2番15号

大字上宗方1591番地の16 松が丘26-16 松が丘四丁目2番16号

大字上宗方1591番地の17 松が丘26-17 松が丘四丁目2番17号

大字上宗方1591番地の18 松が丘26-18 松が丘四丁目2番18号

大字上宗方1591番地の19 松が丘26-19 松が丘四丁目2番19号

大字上宗方1591番地の19 松が丘26-19 松が丘四丁目2番19号

大字上宗方1591番地の2 松が丘26-2 松が丘四丁目2番2号

大字上宗方1591番地の20 松が丘26-20 松が丘四丁目2番20号

大字上宗方1591番地の21 松が丘26-21 松が丘四丁目2番21号

大字上宗方1591番地の3 松が丘26-3 松が丘四丁目2番3号

大字上宗方1591番地の4 松が丘26-4 松が丘四丁目2番4号

大字上宗方1591番地の5 松が丘26-5 松が丘四丁目2番5号

大字上宗方1591番地の6 松が丘26-6 松が丘四丁目2番6号

大字上宗方1591番地の7 松が丘26-7 松が丘四丁目2番7号

大字上宗方1591番地の8 松が丘26-8 松が丘四丁目2番8号

大字上宗方1591番地の9 松が丘26-9 松が丘四丁目2番9号

大字上宗方1592番地の1 松が丘29-1 松が丘四丁目13番1号

大字上宗方1592番地の2 松が丘29-2 松が丘四丁目13番2号

大字上宗方1592番地の20 松が丘29-20 松が丘四丁目13番20号

大字上宗方1592番地の21 松が丘29-21 松が丘四丁目13番21号

大字上宗方1592番地の21 松が丘29-21 松が丘四丁目13番21号

大字上宗方1592番地の3 松が丘29-3 松が丘四丁目13番3号

大字上宗方1593番地の10 松が丘30-10 松が丘四丁目1番10号

大字上宗方1593番地の12 松が丘30-12 松が丘四丁目1番12号

大字上宗方1593番地の13 松が丘30-13 松が丘四丁目1番13号

大字上宗方1593番地の15 松が丘30-15 松が丘四丁目1番15号



(H28.1.9現在）
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字上宗方1593番地の16 松が丘30-16 松が丘四丁目1番16号

大字上宗方1593番地の17 松が丘30-17 松が丘四丁目1番17号

大字上宗方1593番地の18 松が丘30-18 松が丘四丁目1番18号

大字上宗方1593番地の19 松が丘30-19 松が丘四丁目1番19号

大字上宗方1593番地の2 松が丘30-2 松が丘四丁目1番2号

大字上宗方1593番地の20 松が丘30-20 松が丘四丁目1番20号

大字上宗方1593番地の21 松が丘30-21 松が丘四丁目1番21号

大字上宗方1593番地の3 松が丘30-3 松が丘四丁目1番3号

大字上宗方1593番地の4 松が丘30-4 松が丘四丁目1番4号

大字上宗方1593番地の5 松が丘30-5 松が丘四丁目1番5号

大字上宗方1593番地の5 松が丘30-5 松が丘四丁目1番5号

大字上宗方1593番地の6 松が丘30-6 松が丘四丁目1番6号

大字上宗方1593番地の7 松が丘30-7 松が丘四丁目1番7号

大字上宗方1593番地の8 松が丘30-8 松が丘四丁目1番8号

大字上宗方1593番地の9 松が丘30-9 松が丘四丁目1番9号

大字上宗方1593番地の9 松が丘30-9 松が丘四丁目1番9号

大字上宗方1610番地の1 松が丘8-1 松が丘一丁目22番1号

大字上宗方1610番地の10 松が丘8-10 松が丘一丁目22番6号

大字上宗方1610番地の11 松が丘8-11 松が丘一丁目22番7号

大字上宗方1610番地の3 松が丘8-3 松が丘一丁目22番3号

大字上宗方1610番地の36 松が丘一丁目24番1号

大字上宗方1610番地の36 松が丘一丁目24番2号

大字上宗方1610番地の69 松が丘95-5 松が丘四丁目7番11号

大字上宗方1610番地の70 松が丘95-4 松が丘四丁目7番10号

大字上宗方1610番地の71 松が丘95-3 松が丘四丁目7番9号

大字上宗方1610番地の72 松が丘95-2 松が丘四丁目7番8号

大字上宗方1610番地の73 松が丘95-1 松が丘四丁目7番7号

大字上宗方1610番地の73 松が丘95-1 松が丘四丁目7番7号

大字上宗方1610番地の8 松が丘8-8 松が丘一丁目22番4号

大字上宗方1610番地の9 松が丘8-9 松が丘一丁目22番5号

大字上宗方1611番地の1 松が丘9-1 松が丘一丁目21番1号

大字上宗方1611番地の10 松が丘9-10 松が丘一丁目21番10号

大字上宗方1611番地の11 松が丘9-11 松が丘一丁目21番11号

大字上宗方1611番地の13 松が丘9-13 松が丘一丁目21番13号

大字上宗方1611番地の14 松が丘9-14 松が丘一丁目21番14号

大字上宗方1611番地の15 松が丘9-15 松が丘一丁目21番15号

大字上宗方1611番地の16 松が丘9-16 松が丘一丁目21番16号

大字上宗方1611番地の17 松が丘9-17 松が丘一丁目21番17号

大字上宗方1611番地の2 松が丘9-2 松が丘一丁目21番2号

大字上宗方1611番地の3 松が丘9-3 松が丘一丁目21番3号

大字上宗方1611番地の4 松が丘9-4 松が丘一丁目21番4号

大字上宗方1611番地の5 松が丘9-5 松が丘一丁目21番5号

大字上宗方1611番地の6 松が丘9-6 松が丘一丁目21番6号

大字上宗方1611番地の8 松が丘9-8 松が丘一丁目21番8号

大字上宗方1611番地の9 松が丘9-9 松が丘一丁目21番9号

大字上宗方1612番地の1 松が丘14-1 松が丘一丁目20番1号
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字上宗方1612番地の1 松が丘14-1 松が丘一丁目20番1号

大字上宗方1612番地の10 松が丘14-10 松が丘一丁目20番10号

大字上宗方1612番地の11 松が丘14-11 松が丘一丁目20番11号

大字上宗方1612番地の12 松が丘14-12 松が丘一丁目20番12号

大字上宗方1612番地の13 松が丘14-13 松が丘一丁目20番13号

大字上宗方1612番地の14 松が丘14-14 松が丘一丁目20番14号

大字上宗方1612番地の15 松が丘14-15 松が丘一丁目20番16号

大字上宗方1612番地の17 松が丘14-17 松が丘一丁目20番18号

大字上宗方1612番地の3 松が丘14-3 松が丘一丁目20番3号

大字上宗方1612番地の4 松が丘14-4 松が丘一丁目20番4号

大字上宗方1612番地の5 松が丘14-5 松が丘一丁目20番5号

大字上宗方1612番地の6 松が丘14-6 松が丘一丁目20番6号

大字上宗方1612番地の6 松が丘14-6 松が丘一丁目20番6号

大字上宗方1612番地の7 松が丘14-7 松が丘一丁目20番7号

大字上宗方1612番地の8 松が丘14-8 松が丘一丁目20番8号

大字上宗方1612番地の9 松が丘14-9 松が丘一丁目20番9号

大字上宗方1613番地の1 松が丘19-1 松が丘一丁目13番1号

大字上宗方1613番地の10 松が丘19-10 松が丘一丁目13番10号

大字上宗方1613番地の11 松が丘19-11 松が丘一丁目13番11号

大字上宗方1613番地の12 松が丘19-12 松が丘一丁目13番12号

大字上宗方1613番地の2 松が丘19-2 松が丘一丁目13番2号

大字上宗方1613番地の3 松が丘19-3 松が丘一丁目13番3号

大字上宗方1613番地の4 松が丘19-4 松が丘一丁目13番4号

大字上宗方1613番地の5 松が丘19-5 松が丘一丁目13番5号

大字上宗方1613番地の6 松が丘19-6 松が丘一丁目13番6号

大字上宗方1613番地の7 松が丘19-7 松が丘一丁目13番7号

大字上宗方1614番地の1 松が丘21-1 松が丘一丁目12番12号

大字上宗方1614番地の2 松が丘21-2 松が丘一丁目12番1号

大字上宗方1614番地の4 松が丘21-4 松が丘一丁目12番11号

大字上宗方1615番地の1 松が丘一丁目11番1号

大字上宗方1616番地の2 松が丘20-2 松が丘一丁目14番2号

大字上宗方1616番地の3 松が丘20-3 松が丘一丁目14番3号

大字上宗方1616番地の4 松が丘20-4 松が丘一丁目14番4号

大字上宗方1616番地の5 松が丘20-5 松が丘一丁目14番5号

大字上宗方1616番地の7 松が丘20-7 松が丘一丁目14番7号

大字上宗方1616番地の8 松が丘20-8 松が丘一丁目14番8号

大字上宗方1616番地の9 松が丘20-9 松が丘一丁目14番9号

大字上宗方1617番地の3 松が丘90-3 松が丘一丁目15番3号

大字上宗方1617番地の3 松が丘90-3 松が丘一丁目15番3号

大字上宗方1617番地の4 松が丘90-4 松が丘一丁目15番4号

大字上宗方1617番地の5 松が丘90-5 松が丘一丁目15番5号

大字上宗方1617番地の5 松が丘90-5 松が丘一丁目15番5号

大字上宗方1617番地の6 松が丘90-6 松が丘一丁目15番6号

大字上宗方1617番地の7 松が丘90-7 松が丘一丁目15番7号

大字上宗方1617番地の8 松が丘90-8 松が丘一丁目15番8号

大字上宗方1617番地の8 松が丘90-8 松が丘一丁目15番8号



(H28.1.9現在）
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住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字上宗方1618番地の1 松が丘47-1 松が丘一丁目8番1号

大字上宗方1618番地の10 松が丘47-10 松が丘一丁目8番10号

大字上宗方1618番地の11 松が丘47-11 松が丘一丁目8番11号

大字上宗方1618番地の12 松が丘47-12 松が丘一丁目8番12号

大字上宗方1618番地の2 松が丘47-2 松が丘一丁目8番2号

大字上宗方1618番地の3 松が丘47-3 松が丘一丁目8番3号

大字上宗方1618番地の4 松が丘47-4 松が丘一丁目8番4号

大字上宗方1618番地の5 松が丘47-5 松が丘一丁目8番5号

大字上宗方1618番地の6 松が丘47-6 松が丘一丁目8番6号

大字上宗方1618番地の7 松が丘47-7 松が丘一丁目8番7号

大字上宗方1618番地の8 松が丘47-8 松が丘一丁目8番8号

大字上宗方1619番地の1 松が丘一丁目10番1号

大字上宗方1619番地の1 松が丘49-1 松が丘一丁目10番1号

大字上宗方1619番地の2 松が丘49-2 松が丘一丁目10番2号

大字上宗方1619番地の3 松が丘49-3 松が丘一丁目10番3号

大字上宗方1619番地の5 松が丘49-5 松が丘一丁目10番5号

大字上宗方1619番地の6 松が丘49-6 松が丘一丁目10番6号

大字上宗方1619番地の7 松が丘49-7 松が丘一丁目10番7号

大字上宗方1620番地の1 松が丘48-1 松が丘一丁目9番1号

大字上宗方1620番地の2 松が丘48-2 松が丘一丁目9番2号

大字上宗方1620番地の2 松が丘48-2 松が丘一丁目9番2号

大字上宗方1620番地の4 松が丘48-4 松が丘一丁目9番4号

大字上宗方1620番地の5 松が丘48-5 松が丘一丁目9番5号

大字上宗方1620番地の6 松が丘48-6 松が丘一丁目9番6号

大字上宗方1622番地 松が丘13-6 松が丘一丁目19番6号

大字上宗方1622番地 松が丘13-6 松が丘一丁目19番6号

大字上宗方1622番地 松が丘13-6 松が丘一丁目19番6号

大字上宗方1622番地の1 松が丘13-1 松が丘一丁目19番1号

大字上宗方1622番地の1 松が丘13-1 松が丘一丁目19番1号

大字上宗方1622番地の10 松が丘13-10 松が丘一丁目19番10号

大字上宗方1622番地の11 松が丘13-11 松が丘一丁目19番11号

大字上宗方1622番地の12 松が丘13-12 松が丘一丁目19番12号

大字上宗方1622番地の12 松が丘13-12 松が丘一丁目19番12号

大字上宗方1622番地の13 松が丘13-13 松が丘一丁目19番13号

大字上宗方1622番地の14 松が丘13-14 松が丘一丁目19番14号

大字上宗方1622番地の15 松が丘13-15 松が丘一丁目19番15号

大字上宗方1622番地の15 松が丘13-15 松が丘一丁目19番15号

大字上宗方1622番地の16 松が丘13-16 松が丘一丁目19番16号

大字上宗方1622番地の18 松が丘13-18 松が丘一丁目19番18号

大字上宗方1622番地の19 松が丘13-19 松が丘一丁目19番19号

大字上宗方1622番地の2 松が丘13-2 松が丘一丁目19番2号

大字上宗方1622番地の20 松が丘13-20 松が丘一丁目19番20号

大字上宗方1622番地の20 松が丘13-20 松が丘一丁目19番20号

大字上宗方1622番地の21 松が丘13-21 松が丘一丁目19番21号

大字上宗方1622番地の22 松が丘13-22 松が丘一丁目19番22号

大字上宗方1622番地の23 松が丘13-23 松が丘一丁目19番23号
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大字上宗方1622番地の3 松が丘13-3 松が丘一丁目19番3号

大字上宗方1622番地の4 松が丘13-4 松が丘一丁目19番4号

大字上宗方1622番地の5 松が丘13-5 松が丘一丁目19番5号

大字上宗方1622番地の7 松が丘13-7 松が丘一丁目19番7号

大字上宗方1622番地の7 松が丘13-17 松が丘一丁目19番17号

大字上宗方1622番地の8 松が丘13-8 松が丘一丁目19番8号

大字上宗方1622番地の9 松が丘13-9 松が丘一丁目19番9号

大字上宗方1623番地の1 松が丘18-1 松が丘一丁目18番1号

大字上宗方1623番地の10 松が丘18-10 松が丘一丁目18番10号

大字上宗方1623番地の11 松が丘18-11 松が丘一丁目18番11号

大字上宗方1623番地の12 松が丘18-12 松が丘一丁目18番12号

大字上宗方1623番地の13 松が丘18-13 松が丘一丁目18番13号

大字上宗方1623番地の14 松が丘18-14 松が丘一丁目18番14号

大字上宗方1623番地の15 松が丘18-15 松が丘一丁目18番15号

大字上宗方1623番地の16 松が丘18-16 松が丘一丁目18番16号

大字上宗方1623番地の17 松が丘18-17 松が丘一丁目18番17号

大字上宗方1623番地の19 松が丘18-19 松が丘一丁目18番19号

大字上宗方1623番地の2 松が丘18-2 松が丘一丁目18番2号

大字上宗方1623番地の20 松が丘18-20 松が丘一丁目18番20号

大字上宗方1623番地の21 松が丘18-21 松が丘一丁目18番21号

大字上宗方1623番地の22 松が丘18-22 松が丘一丁目18番22号

大字上宗方1623番地の23 松が丘18-23 松が丘一丁目18番23号

大字上宗方1623番地の3 松が丘18-3 松が丘一丁目18番3号

大字上宗方1623番地の4 松が丘18-4 松が丘一丁目18番4号

大字上宗方1623番地の5 松が丘18-5 松が丘一丁目18番5号

大字上宗方1623番地の5 松が丘18-5 松が丘一丁目18番5号

大字上宗方1623番地の6 松が丘18-6 松が丘一丁目18番6号

大字上宗方1623番地の7 松が丘18-7 松が丘一丁目18番7号

大字上宗方1623番地の8 松が丘18-8 松が丘一丁目18番8号

大字上宗方1623番地の9 松が丘18-9 松が丘一丁目18番9号

大字上宗方1624番地の1 松が丘27-1 松が丘一丁目17番1号

大字上宗方1624番地の1 松が丘27-1 松が丘一丁目17番1号

大字上宗方1624番地の10 松が丘27-10 松が丘一丁目17番10号

大字上宗方1624番地の11 松が丘27-11 松が丘一丁目17番11号

大字上宗方1624番地の12 松が丘27-12 松が丘一丁目17番12号

大字上宗方1624番地の13 松が丘27-13 松が丘一丁目17番13号

大字上宗方1624番地の14 松が丘27-14 松が丘一丁目17番14号

大字上宗方1624番地の15 松が丘27-15 松が丘一丁目17番15号

大字上宗方1624番地の16 松が丘27-16 松が丘一丁目17番16号

大字上宗方1624番地の17 松が丘27-17 松が丘一丁目17番17号

大字上宗方1624番地の18 松が丘27-18 松が丘一丁目17番18号

大字上宗方1624番地の2 松が丘27-2 松が丘一丁目17番2号

大字上宗方1624番地の20 松が丘27-20 松が丘一丁目17番20号

大字上宗方1624番地の21 松が丘27-21 松が丘一丁目17番21号

大字上宗方1624番地の22 松が丘27-22 松が丘一丁目17番22号

大字上宗方1624番地の23 松が丘一丁目17番23号
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大字上宗方1624番地の23 松が丘27-23 松が丘一丁目17番23号

大字上宗方1624番地の23 松が丘27-23 松が丘一丁目17番23号

大字上宗方1624番地の3 松が丘27-3 松が丘一丁目17番3号

大字上宗方1624番地の4 松が丘27-4 松が丘一丁目17番4号

大字上宗方1624番地の5 松が丘27-5 松が丘一丁目17番5号

大字上宗方1624番地の6 松が丘27-6 松が丘一丁目17番6号

大字上宗方1624番地の7 松が丘27-7 松が丘一丁目17番7号

大字上宗方1624番地の8 松が丘27-8 松が丘一丁目17番8号

大字上宗方1624番地の9 松が丘27-9 松が丘一丁目17番9号

大字上宗方1625番地の1 松が丘31-1 松が丘一丁目16番1号

大字上宗方1625番地の10 松が丘31-10 松が丘一丁目16番10号

大字上宗方1625番地の11 松が丘31-11 松が丘一丁目16番11号

大字上宗方1625番地の12 松が丘31-12 松が丘一丁目16番12号

大字上宗方1625番地の13 松が丘31-13 松が丘一丁目16番13号

大字上宗方1625番地の13 松が丘31-13 松が丘一丁目16番13号

大字上宗方1625番地の13 松が丘31-13 松が丘一丁目16番13号

大字上宗方1625番地の14 松が丘31-14 松が丘一丁目16番14号

大字上宗方1625番地の15 松が丘31-15 松が丘一丁目16番15号

大字上宗方1625番地の16 松が丘31-16 松が丘一丁目16番16号

大字上宗方1625番地の16 松が丘31-16 松が丘一丁目16番16号

大字上宗方1625番地の16 松が丘31-16 松が丘一丁目16番16号

大字上宗方1625番地の17 松が丘31-17 松が丘一丁目16番17号

大字上宗方1625番地の17 松が丘31-17 松が丘一丁目16番17号

大字上宗方1625番地の18 松が丘31-18 松が丘一丁目16番18号

大字上宗方1625番地の2 松が丘31-2 松が丘一丁目16番2号

大字上宗方1625番地の20 松が丘31-20 松が丘一丁目16番20号

大字上宗方1625番地の21 松が丘31-21 松が丘一丁目16番21号

大字上宗方1625番地の22 松が丘31-22 松が丘一丁目16番22号

大字上宗方1625番地の23 松が丘31-23 松が丘一丁目16番23号

大字上宗方1625番地の3 松が丘31-3 松が丘一丁目16番3号

大字上宗方1625番地の4 松が丘31-4 松が丘一丁目16番4号

大字上宗方1625番地の5 松が丘31-5 松が丘一丁目16番5号

大字上宗方1625番地の6 松が丘31-6 松が丘一丁目16番6号

大字上宗方1625番地の7 松が丘31-7 松が丘一丁目16番7号

大字上宗方1625番地の8 松が丘31-8 松が丘一丁目16番8号

大字上宗方1625番地の9 松が丘31-9 松が丘一丁目16番9号

大字上宗方1626番地の1 松が丘42-1 松が丘一丁目7番1号

大字上宗方1626番地の10 松が丘42-10 松が丘一丁目7番10号

大字上宗方1626番地の10 松が丘42-10 松が丘一丁目7番10号

大字上宗方1626番地の11 松が丘42-11 松が丘一丁目7番11号

大字上宗方1626番地の12 松が丘42-12 松が丘一丁目7番12号

大字上宗方1626番地の13 松が丘42-13 松が丘一丁目7番13号

大字上宗方1626番地の14 松が丘42-14 松が丘一丁目7番14号

大字上宗方1626番地の15 松が丘42-15 松が丘一丁目7番15号

大字上宗方1626番地の15 松が丘42-15 松が丘一丁目7番15号

大字上宗方1626番地の16 松が丘42-16 松が丘一丁目7番16号



(H28.1.9現在）
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大字上宗方1626番地の17 松が丘42-17 松が丘一丁目7番17号

大字上宗方1626番地の18 松が丘42-18 松が丘一丁目7番18号

大字上宗方1626番地の19 松が丘42-19 松が丘一丁目7番19号

大字上宗方1626番地の2 松が丘42-2 松が丘一丁目7番2号

大字上宗方1626番地の20 松が丘42-20 松が丘一丁目7番20号

大字上宗方1626番地の21 松が丘42-21 松が丘一丁目7番21号

大字上宗方1626番地の22 松が丘42-22 松が丘一丁目7番22号

大字上宗方1626番地の23 松が丘42-23 松が丘一丁目7番23号

大字上宗方1626番地の3 松が丘42-3 松が丘一丁目7番3号

大字上宗方1626番地の4 松が丘42-4 松が丘一丁目7番4号

大字上宗方1626番地の5 松が丘42-5 松が丘一丁目7番5号

大字上宗方1626番地の6 松が丘42-6 松が丘一丁目7番6号

大字上宗方1626番地の7 松が丘42-7 松が丘一丁目7番7号

大字上宗方1626番地の8 松が丘42-8 松が丘一丁目7番8号

大字上宗方1626番地の9 松が丘42-9 松が丘一丁目7番9号

大字上宗方1627番地の10 松が丘46-10 松が丘一丁目6番10号

大字上宗方1627番地の10 松が丘46-10 松が丘一丁目6番10号

大字上宗方1627番地の11 松が丘46-11 松が丘一丁目6番11号

大字上宗方1627番地の12 松が丘46-12 松が丘一丁目6番12号

大字上宗方1627番地の13 松が丘46-13 松が丘一丁目6番13号

大字上宗方1627番地の14 松が丘46-14 松が丘一丁目6番14号

大字上宗方1627番地の15 松が丘46-15 松が丘一丁目6番15号

大字上宗方1627番地の16 松が丘46-16 松が丘一丁目6番16号

大字上宗方1627番地の18 松が丘46-18 松が丘一丁目6番18号

大字上宗方1627番地の19 松が丘46-19 松が丘一丁目6番19号

大字上宗方1627番地の2 松が丘46-2 松が丘一丁目6番2号

大字上宗方1627番地の20 松が丘46-20 松が丘一丁目6番20号

大字上宗方1627番地の22 松が丘46-22 松が丘一丁目6番22号

大字上宗方1627番地の23 松が丘46-23 松が丘一丁目6番23号

大字上宗方1627番地の3 松が丘46-3 松が丘一丁目6番3号

大字上宗方1627番地の4 松が丘46-4 松が丘一丁目6番4号

大字上宗方1627番地の6 松が丘46-6 松が丘一丁目6番6号

大字上宗方1627番地の7 松が丘46-7 松が丘一丁目6番7号

大字上宗方1627番地の8 松が丘46-8 松が丘一丁目6番8号

大字上宗方1628番地の10 松が丘56-10 松が丘一丁目5番10号

大字上宗方1628番地の11 松が丘56-11 松が丘一丁目5番11号

大字上宗方1628番地の12 松が丘56-12 松が丘一丁目5番12号

大字上宗方1628番地の13 松が丘56-13 松が丘一丁目5番13号

大字上宗方1628番地の13 松が丘56-13 松が丘一丁目5番13号

大字上宗方1628番地の15 松が丘56-15 松が丘一丁目5番15号

大字上宗方1628番地の16 松が丘56-16 松が丘一丁目5番16号

大字上宗方1628番地の17 松が丘56-17 松が丘一丁目5番17号

大字上宗方1628番地の18 松が丘56-18 松が丘一丁目5番18号

大字上宗方1628番地の19 松が丘56-19 松が丘一丁目5番19号

大字上宗方1628番地の2 松が丘56-2 松が丘一丁目5番2号

大字上宗方1628番地の20 松が丘56-20 松が丘一丁目5番20号
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大字上宗方1628番地の21 松が丘56-21 松が丘一丁目5番21号

大字上宗方1628番地の3 松が丘56-3 松が丘一丁目5番3号

大字上宗方1628番地の4 松が丘56-4 松が丘一丁目5番4号

大字上宗方1628番地の5 松が丘56-5 松が丘一丁目5番5号

大字上宗方1628番地の6 松が丘56-6 松が丘一丁目5番6号

大字上宗方1628番地の7 松が丘56-7 松が丘一丁目5番7号

大字上宗方1628番地の8 松が丘56-8 松が丘一丁目5番8号

大字上宗方1628番地の9 松が丘56-9 松が丘一丁目5番9号

大字上宗方1629番地の12 松が丘60-12 松が丘一丁目3番12号

大字上宗方1629番地の12 松が丘60-12 松が丘一丁目3番12号

大字上宗方1629番地の14 松が丘60-14 松が丘一丁目3番14号

大字上宗方1629番地の15 松が丘60-15 松が丘一丁目3番15号

大字上宗方1629番地の16 松が丘60-16 松が丘一丁目3番16号

大字上宗方1629番地の3 松が丘60-3 松が丘一丁目3番3号

大字上宗方1629番地の4 松が丘60-4 松が丘一丁目3番4号

大字上宗方1629番地の5 松が丘60-5 松が丘一丁目3番5号

大字上宗方1629番地の6 松が丘60-6 松が丘一丁目3番6号

大字上宗方1629番地の7 松が丘60-7 松が丘一丁目3番7号

大字上宗方1629番地の9 松が丘60-9 松が丘一丁目3番9号

大字上宗方1630番地の1 松が丘59-1 松が丘三丁目1番1号

大字上宗方1630番地の13 松が丘三丁目1番12号

大字上宗方1630番地の2 松が丘59-2 松が丘三丁目1番2号

大字上宗方1630番地の4 松が丘59-4 松が丘三丁目1番4号

大字上宗方802番地の425 松が丘84-4 松が丘二丁目29番8号

大字上宗方868番地の4 松が丘87-4 松が丘二丁目17番4号

大字上宗方868番地の5 松が丘87-5 松が丘二丁目17番5号

大字上宗方868番地の6 松が丘87-6 松が丘二丁目17番6号

大字上宗方869番地の19 松が丘83-19 松が丘二丁目16番19号

大字上宗方870番地の1 松が丘86-1 松が丘二丁目18番1号

大字上宗方870番地の1 松が丘86-1 松が丘二丁目18番1号

大字上宗方870番地の1 松が丘86-1 松が丘二丁目18番1号

大字上宗方870番地の1 松が丘86-1 松が丘二丁目18番1号

大字上宗方870番地の10 松が丘86-10 松が丘二丁目18番10号

大字上宗方870番地の11 松が丘86-11 松が丘二丁目18番11号

大字上宗方870番地の12 松が丘86-12 松が丘二丁目18番12号

大字上宗方870番地の12 松が丘86-12 松が丘二丁目18番12号

大字上宗方870番地の13 松が丘86-13 松が丘二丁目18番13号

大字上宗方870番地の14 松が丘86-14 松が丘二丁目18番14号

大字上宗方870番地の15 松が丘86-15 松が丘二丁目18番15号

大字上宗方870番地の16 松が丘86-16 松が丘二丁目18番16号

大字上宗方870番地の17 松が丘86-17 松が丘二丁目18番17号

大字上宗方870番地の2 松が丘86-2 松が丘二丁目18番2号

大字上宗方870番地の3 松が丘86-3 松が丘二丁目18番3号

大字上宗方870番地の3 松が丘86-3 松が丘二丁目18番3号

大字上宗方870番地の6 松が丘86-6 松が丘二丁目18番6号

大字上宗方870番地の7 松が丘86-7 松が丘二丁目18番7号



(H28.1.9現在）

旧住所 通称 新住所

住居表示旧新対照表簿（松が丘一丁目～四丁目）

大字上宗方870番地の7 松が丘86-7 松が丘二丁目18番7号

大字上宗方870番地の7 松が丘86-7 松が丘二丁目18番7号

大字上宗方870番地の8 松が丘86-8 松が丘二丁目18番8号

大字上宗方870番地の8 松が丘86-8 松が丘二丁目18番8号

大字上宗方870番地の9 松が丘86-9 松が丘二丁目18番9号

大字上宗方871番地の1 松が丘89-1 松が丘二丁目19番1号

大字上宗方871番地の2 松が丘89-2 松が丘二丁目19番2号

大字上宗方871番地の3 松が丘89-3 松が丘二丁目19番3号

大字上宗方871番地の4 松が丘89-4 松が丘二丁目19番4号

大字上宗方871番地の5 松が丘89-5 松が丘二丁目19番5号

大字上宗方871番地の6 松が丘89-6 松が丘二丁目19番6号

大字上宗方871番地の7 松が丘89-7 松が丘二丁目19番7号

大字上宗方871番地の8 松が丘89-8 松が丘二丁目19番8号

大字上宗方871番地の9 松が丘89-9 松が丘二丁目19番9号

大字上宗方872番地の1 松が丘85-1 松が丘二丁目21番1号

大字上宗方872番地の17 松が丘85-17 松が丘二丁目21番17号

大字上宗方872番地の17 松が丘85-17 松が丘二丁目21番17号

大字上宗方872番地の2 松が丘85-2 松が丘二丁目21番2号

大字上宗方873番地の1 松が丘88-1 松が丘二丁目20番1号

大字上宗方873番地の2 松が丘88-2 松が丘二丁目20番2号

大字上宗方873番地の2 松が丘88-2 松が丘二丁目20番2号

大字上宗方874番地の20 松が丘83-20 松が丘二丁目16番20号

大字上宗方875番地の2 松が丘87-2 松が丘二丁目17番2号

大字上宗方875番地の3 松が丘87-3 松が丘二丁目17番3号

大字上宗方883番地の1 松が丘74-1 松が丘二丁目3番1号

大字上宗方883番地の14 松が丘74-14 松が丘二丁目3番14号

大字上宗方883番地の15 松が丘74-15 松が丘二丁目3番15号

大字上宗方883番地の16 松が丘74-16 松が丘二丁目3番16号

大字上宗方883番地の17 松が丘74-17 松が丘二丁目3番17号

大字上宗方883番地の2 松が丘74-2 松が丘二丁目3番2号

大字上宗方883番地の3 松が丘74-3 松が丘二丁目3番3号

大字上宗方887番地の1 松が丘71-1 松が丘二丁目2番1号

大字上宗方887番地の11 松が丘71-11 松が丘二丁目2番12号

大字上宗方887番地の12 松が丘71-12 松が丘二丁目2番13号

大字上宗方887番地の13 松が丘71-13 松が丘二丁目2番14号

大字上宗方887番地の13 松が丘71-13 松が丘二丁目2番14号

大字上宗方887番地の14 松が丘71-14 松が丘二丁目2番15号

大字上宗方887番地の15 松が丘71-15 松が丘二丁目2番2号

大字上宗方887番地の2 松が丘71-2 松が丘二丁目2番3号

大字上宗方887番地の3 松が丘71-3 松が丘二丁目2番4号

大字上宗方887番地の4 松が丘71-4 松が丘二丁目2番5号

大字上宗方922番地の1 松が丘64-1 松が丘一丁目2番1号

大字上宗方922番地の1 松が丘64-1 松が丘一丁目2番1号

大字上宗方922番地の2 松が丘64-2 松が丘一丁目2番2号

大字上宗方922番地の2 松が丘64-2 松が丘一丁目2番2号

大字上宗方922番地の3 松が丘64-3 松が丘一丁目2番3号
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大字上宗方922番地の3 松が丘64-3 松が丘一丁目2番3号

大字上宗方922番地の4 松が丘64-4 松が丘一丁目2番4号

大字上宗方922番地の4 松が丘64-4 松が丘一丁目2番4号

大字上宗方922番地の5 松が丘64-5 松が丘一丁目2番5号

大字上宗方922番地の6 松が丘64-6 松が丘一丁目2番6号

大字上宗方922番地の7 松が丘64-7 松が丘一丁目2番7号

大字上宗方926番地の12 松が丘60-2 松が丘一丁目3番2号

大字上宗方926番地の20 松が丘60-20 松が丘一丁目3番20号

大字上宗方926番地の21 松が丘60-21 松が丘一丁目3番21号

大字上宗方937番地の3 松が丘91-1 松が丘一丁目1番8号

大字上宗方938番地の3 松が丘91-2 松が丘一丁目1番2号

大字上宗方938番地の5 松が丘91-3 松が丘一丁目1番3号

大字上宗方938番地の5 松が丘91-3 松が丘一丁目1番3号

大字上宗方938番地の5 松が丘91-3 松が丘一丁目1番6号

大字上宗方938番地の6 松が丘91-4 松が丘一丁目1番4号

大字上宗方松が丘76番地の2 松が丘二丁目13番2号


