
大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

高瀬 神ノ迫 424-1 田尻北 424-1

高瀬 神ノ迫 424-2 田尻北 424-2

高瀬 神ノ迫 424-3 田尻北 424-3

高瀬 神ノ迫 424-4 田尻北 424-4

高瀬 神ノ迫 424-5 田尻北 424-5

高瀬 神ノ迫 425-1 田尻北 425-1

高瀬 神ノ迫 425-2 田尻北 425-2

高瀬 神ノ迫 425-3 田尻北 425-3

高瀬 神ノ迫 425-4 田尻北 425-4

高瀬 神ノ迫 425-5 田尻北 425-5

高瀬 神ノ迫 425-13 田尻北 425-13

高瀬 神ノ迫 426-1 田尻北 426-1

高瀬 神ノ迫 426-2 田尻北 426-2

高瀬 神ノ迫 426-3 田尻北 426-3

高瀬 神ノ迫 426-4 田尻北 426-4

高瀬 神ノ迫 426-5 田尻北 426-5

高瀬 神ノ迫 426-6 田尻北 426-6

高瀬 神ノ迫 426-7 田尻北 426-7

高瀬 神ノ迫 426-8 田尻北 426-8

高瀬 神ノ迫 426-9 田尻北 426-9

高瀬 神ノ迫 427-1 田尻北 427-1

高瀬 神ノ迫 427-2 田尻北 427-2

高瀬 神ノ迫 427-3 田尻北 427-3

高瀬 神ノ迫 427-4 田尻北 427-4

高瀬 神ノ迫 427-5 田尻北 427-5

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 神ノ迫 427-6 田尻北 427-6

高瀬 神ノ迫 427-7 田尻北 427-7

高瀬 神ノ迫 427-8 田尻北 427-8

高瀬 神ノ迫 427-9 田尻北 427-9

高瀬 大迫 459-1 田尻北 459-1

高瀬 大迫 459-2 田尻北 459-2

高瀬 大迫 459-3 田尻北 459-3

高瀬 大迫 459-4 田尻北 459-4

高瀬 大迫 459-5 田尻北 459-5

高瀬 大迫 459-6 田尻北 459-6

高瀬 大迫 459-7 田尻北 459-7

高瀬 大迫 459-8 田尻北 459-8

高瀬 大迫 459-9 田尻北 459-9

高瀬 大迫 459-10 田尻北 459-10

高瀬 大迫 459-11 田尻北 459-11

高瀬 大迫 459-12 田尻北 459-12

高瀬 大迫 460-1 田尻北 460-1

高瀬 大迫 460-2 田尻北 460-2

高瀬 大迫 460-3 田尻北 460-3

高瀬 大迫 460-4 田尻北 460-4

高瀬 大迫 460-5 田尻北 460-5

高瀬 大迫 460-6 田尻北 460-6

高瀬 大迫 460-7 田尻北 460-7

高瀬 大迫 460-8 田尻北 460-8

高瀬 大迫 460-9 田尻北 460-9
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 大迫 460-10 田尻北 460-10

高瀬 大迫 460-11 田尻北 460-11

高瀬 大迫 460-12 田尻北 460-12

高瀬 大迫 460-13 田尻北 460-13

高瀬 大迫 460-14 田尻北 460-14

高瀬 大迫 461-1 田尻北 461-1

高瀬 大迫 461-2 田尻北 461-2

高瀬 大迫 461-3 田尻北 461-3

高瀬 大迫 461-4 田尻北 461-4

高瀬 大迫 461-5 田尻北 461-5

高瀬 大迫 461-6 田尻北 461-6

高瀬 大迫 461-7 田尻北 461-7

高瀬 大迫 461-8 田尻北 461-8

高瀬 大迫 461-9 田尻北 461-9

高瀬 大迫 461-10 田尻北 461-10

高瀬 大迫 461-11 田尻北 461-11

高瀬 大迫 461-12 田尻北 461-12

高瀬 大迫 461-13 田尻北 461-13

高瀬 大迫 461-14 田尻北 461-14

高瀬 万燈籠場 464-1 田尻北 464-1

高瀬 万燈籠場 464-2 田尻北 464-2

高瀬 万燈籠場 464-3 田尻北 464-3

高瀬 万燈籠場 464-4 田尻北 464-4

高瀬 万燈籠場 465-1 田尻北 465-1

高瀬 万燈籠場 465-2 田尻北 465-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 万燈籠場 465-3 田尻北 465-3

高瀬 万燈籠場 465-4 田尻北 465-4

高瀬 万燈籠場 465-5 田尻北 465-5

高瀬 万燈籠場 465-6 田尻北 465-6

高瀬 万燈籠場 465-7 田尻北 465-7

高瀬 万燈籠場 465-8 田尻北 465-8

高瀬 万燈籠場 465-9 田尻北 465-9

高瀬 万燈籠場 465-10 田尻北 465-10

高瀬 万燈籠場 465-11 田尻北 465-11

高瀬 万燈籠場 465-12 田尻北 465-12

高瀬 万燈籠場 465-13 田尻北 465-13

高瀬 万燈籠場 465-14 田尻北 465-14

高瀬 万燈籠場 465-15 田尻北 465-15

高瀬 万燈籠場 466-1 田尻北 466-1

高瀬 万燈籠場 466-2 田尻北 466-2

高瀬 万燈籠場 466-3 田尻北 466-3

高瀬 万燈籠場 466-4 田尻北 466-4

高瀬 万燈籠場 466-5 田尻北 466-5

高瀬 万燈籠場 466-6 田尻北 466-6

高瀬 万燈籠場 466-7 田尻北 466-7

高瀬 万燈籠場 466-8 田尻北 466-8

高瀬 万燈籠場 466-9 田尻北 466-9

高瀬 万燈籠場 466-10 田尻北 466-10

高瀬 万燈籠場 466-11 田尻北 466-11

高瀬 万燈籠場 466-12 田尻北 466-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 万燈籠場 466-13 田尻北 466-13

高瀬 万燈籠場 466-14 田尻北 466-14

高瀬 万燈籠場 466-15 田尻北 466-15

高瀬 万燈籠場 466-16 田尻北 466-16

高瀬 万燈籠場 467-1 田尻北 467-1

高瀬 万燈籠場 467-2 田尻北 467-2

高瀬 万燈籠場 467-3 田尻北 467-3

高瀬 万燈籠場 467-4 田尻北 467-4

高瀬 万燈籠場 467-5 田尻北 467-5

高瀬 万燈籠場 467-6 田尻北 467-6

高瀬 万燈籠場 467-7 田尻北 467-7

高瀬 平田 481-1 田尻北 481-1

高瀬 平田 481-2 田尻北 481-2

高瀬 平田 481-3 田尻北 481-3

高瀬 平田 481-4 田尻北 481-4

高瀬 平田 481-5 田尻北 481-5

高瀬 平田 481-6 田尻北 481-6

高瀬 平田 481-7 田尻北 481-7

高瀬 平田 481-8 田尻北 481-8

高瀬 平田 481-9 田尻北 481-9

高瀬 平田 481-10 田尻北 481-10

高瀬 平田 481-11 田尻北 481-11

高瀬 平田 481-12 田尻北 481-12

高瀬 平田 481-13 田尻北 481-13

高瀬 平田 481-14 田尻北 481-14
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平田 481-15 田尻北 481-15

高瀬 平田 481-16 田尻北 481-16

高瀬 平田 482-1 田尻北 482-1

高瀬 平田 482-2 田尻北 482-2

高瀬 平田 482-3 田尻北 482-3

高瀬 平田 482-4 田尻北 482-4

高瀬 平田 482-5 田尻北 482-5

高瀬 平田 482-6 田尻北 482-6

高瀬 平田 482-7 田尻北 482-7

高瀬 平田 482-8 田尻北 482-8

高瀬 平田 482-9 田尻北 482-9

高瀬 平田 482-10 田尻北 482-10

高瀬 平田 482-11 田尻北 482-11

高瀬 平田 482-12 田尻北 482-12

高瀬 平田 482-13 田尻北 482-13

高瀬 平田 482-14 田尻北 482-14

高瀬 平田 482-15 田尻北 482-15

高瀬 平田 482-16 田尻北 482-16

高瀬 平田 483-1 田尻北 483-1

高瀬 平田 483-2 田尻北 483-2

高瀬 平田 483-3 田尻北 483-3

高瀬 平田 483-4 田尻北 483-4

高瀬 平田 483-5 田尻北 483-5

高瀬 平田 483-6 田尻北 483-6

高瀬 平田 483-7 田尻北 483-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平田 483-8 田尻北 483-8

高瀬 平田 483-9 田尻北 483-9

高瀬 平田 483-10 田尻北 483-10

高瀬 平田 483-11 田尻北 483-11

高瀬 平田 483-12 田尻北 483-12

高瀬 平田 483-13 田尻北 483-13

高瀬 平田 483-14 田尻北 483-14

高瀬 平田 483-15 田尻北 483-15

高瀬 平田 483-16 田尻北 483-16

高瀬 平田 484-1 田尻北 484-1

高瀬 平田 484-2 田尻北 484-2

高瀬 平田 484-3 田尻北 484-3

高瀬 平田 484-4 田尻北 484-4

高瀬 平田 484-5 田尻北 484-5

高瀬 平田 484-6 田尻北 484-6

高瀬 平田 484-7 田尻北 484-7

高瀬 平田 484-8 田尻北 484-8

高瀬 平田 484-9 田尻北 484-9

高瀬 平田 484-10 田尻北 484-10

高瀬 平田 484-11 田尻北 484-11

高瀬 平田 484-12 田尻北 484-12

高瀬 平田 484-13 田尻北 484-13

高瀬 平田 484-14 田尻北 484-14

高瀬 平田 485-1 田尻北 485-1

高瀬 平田 485-2 田尻北 485-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平田 485-3 田尻北 485-3

高瀬 平田 485-4 田尻北 485-4

高瀬 平田 485-5 田尻北 485-5

高瀬 平田 485-6 田尻北 485-6

高瀬 平田 485-7 田尻北 485-7

高瀬 平田 485-8 田尻北 485-8

高瀬 平田 485-9 田尻北 485-9

高瀬 平田 485-10 田尻北 485-10

高瀬 平田 485-11 田尻北 485-11

高瀬 平田 485-12 田尻北 485-12

高瀬 平田 485-13 田尻北 485-13

高瀬 平田 486-1 田尻北 486-1

高瀬 平田 486-2 田尻北 486-2

高瀬 平田 486-3 田尻北 486-3

高瀬 平田 486-4 田尻北 486-4

高瀬 平田 486-5 田尻北 486-5

高瀬 平田 486-6 田尻北 486-6

高瀬 平田 486-7 田尻北 486-7

高瀬 平田 486-8 田尻北 486-8

高瀬 平田 486-9 田尻北 486-9

高瀬 平田 486-10 田尻北 486-10

高瀬 平田 486-11 田尻北 486-11

高瀬 平田 486-12 田尻北 486-12

高瀬 平田 486-13 田尻北 486-13

高瀬 平田 486-21 田尻中央 486-21
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平田 486-22 田尻中央 486-22

高瀬 平田 486-23 田尻中央 486-23

高瀬 平田 486-24 田尻中央 486-24

高瀬 平田 486-25 田尻中央 486-25

高瀬 平田 486-26 田尻中央 486-26

高瀬 平田 486-27 田尻中央 486-27

高瀬 平田 486-28 田尻中央 486-28

高瀬 平田 486-29 田尻中央 486-29

高瀬 平田 486-30 田尻中央 486-30

高瀬 平田 486-31 田尻中央 486-31

高瀬 平田 486-32 田尻中央 486-32

高瀬 平田 486-33 田尻中央 486-33

高瀬 平田 486-34 田尻中央 486-34

高瀬 平田 486-35 田尻中央 486-35

高瀬 平田 486-36 田尻中央 486-36

高瀬 平田 486-37 田尻中央 486-37

高瀬 平田 486-38 田尻中央 486-38

高瀬 平田 486-39 田尻中央 486-39

高瀬 平田 486-40 田尻中央 486-40

高瀬 平田 486-41 田尻中央 486-41

高瀬 平田 486-42 田尻中央 486-42

高瀬 平田 486-43 田尻中央 486-43

高瀬 平田 486-44 田尻東 486-44

高瀬 平田 486-45 田尻中央 486-45

高瀬 平田 486-46 田尻中央 486-46
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平田 486-47 田尻中央 486-47

高瀬 平田 486-48 田尻中央 486-48

高瀬 平田 486-49 田尻中央 486-49

高瀬 平田 486-50 田尻中央 486-50

高瀬 平田 487-1 田尻北 487-1

高瀬 平田 487-2 田尻北 487-2

高瀬 平田 487-3 田尻北 487-3

高瀬 平田 487-4 田尻北 487-4

高瀬 平田 487-5 田尻北 487-5

高瀬 平田 487-6 田尻北 487-6

高瀬 平田 487-7 田尻北 487-7

高瀬 平田 487-8 田尻北 487-8

高瀬 平田 487-9 田尻北 487-9

高瀬 平田 487-10 田尻北 487-10

高瀬 平田 488-1 田尻北 488-1

高瀬 平田 488-2 田尻北 488-2

高瀬 平田 488-3 田尻北 488-3

高瀬 平田 488-4 田尻北 488-4

高瀬 平田 488-5 田尻北 488-5

高瀬 平田 488-6 田尻北 488-6

高瀬 平田 488-7 田尻北 488-7

高瀬 平田 488-8 田尻北 488-8

高瀬 黍尻 490-1 田尻北 490-1

高瀬 黍尻 490-2 田尻北 490-2

高瀬 黍尻 490-3 田尻北 490-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 黍尻 490-4 田尻北 490-4

高瀬 黍尻 490-5 田尻北 490-5

高瀬 黍尻 490-6 田尻北 490-6

高瀬 黍尻 490-7 田尻北 490-7

高瀬 黍尻 490-8 田尻北 490-8

高瀬 黍尻 490-9 田尻北 490-9

高瀬 黍尻 490-10 田尻北 490-10

高瀬 黍尻 490-11 田尻北 490-11

高瀬 黍尻 490-12 田尻北 490-12

高瀬 黍尻 490-18 田尻北 490-18

高瀬 黍尻 491-1 田尻北 491-1

高瀬 黍尻 491-2 田尻北 491-2

高瀬 黍尻 491-3 田尻北 491-3

高瀬 黍尻 491-4 田尻北 491-4

高瀬 黍尻 491-5 田尻北 491-5

高瀬 黍尻 491-6 田尻北 491-6

高瀬 黍尻 491-7 田尻北 491-7

高瀬 黍尻 491-8 田尻北 491-8

高瀬 黍尻 491-9 田尻北 491-9

高瀬 黍尻 491-10 田尻北 491-10

高瀬 黍尻 491-11 田尻北 491-11

高瀬 黍尻 491-12 田尻北 491-12

高瀬 黍尻 492-1 田尻北 492-1

高瀬 黍尻 492-2 田尻北 492-2

高瀬 黍尻 492-3 田尻北 492-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 黍尻 492-4 田尻北 492-4

高瀬 黍尻 492-5 田尻北 492-5

高瀬 黍尻 492-6 田尻北 492-6

高瀬 黍尻 493-1 田尻北 493-1

高瀬 黍尻 493-2 田尻北 493-2

高瀬 黍尻 493-3 田尻北 493-3

高瀬 黍尻 493-4 田尻北 493-4

高瀬 黍尻 493-5 田尻北 493-5

高瀬 黍尻 493-6 田尻北 493-6

高瀬 黍尻 493-7 田尻北 493-7

高瀬 黍尻 493-8 田尻北 493-8

高瀬 黍尻 494-1 田尻北 494-1

高瀬 黍尻 494-2 田尻北 494-2

高瀬 黍尻 494-3 田尻北 494-3

高瀬 黍尻 494-4 田尻北 494-4

高瀬 黍尻 494-5 田尻北 494-5

高瀬 黍尻 494-6 田尻北 494-6

高瀬 黍尻 494-7 田尻北 494-7

高瀬 黍尻 494-8 田尻北 494-8

高瀬 黍尻 494-9 田尻北 494-9

高瀬 黍尻 494-10 田尻北 494-10

高瀬 黍尻 494-11 田尻北 494-11

高瀬 黍尻 494-12 田尻北 494-12

高瀬 黍尻 495-1 田尻北 495-1

高瀬 黍尻 495-2 田尻北 495-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 黍尻 495-3 田尻北 495-3

高瀬 平尾 508-1 田尻北 508-1

高瀬 平尾 509-1 田尻北 509-1

高瀬 平尾 509-2 田尻北 509-2

高瀬 平尾 509-3 田尻北 509-3

高瀬 平尾 509-4 田尻北 509-4

高瀬 平尾 509-5 田尻北 509-5

高瀬 平尾 509-6 田尻北 509-6

高瀬 平尾 509-7 田尻北 509-7

高瀬 平尾 509-8 田尻北 509-8

高瀬 平尾 509-9 田尻北 509-9

高瀬 平尾 509-10 田尻北 509-10

高瀬 平尾 509-11 田尻北 509-11

高瀬 平尾 509-12 田尻北 509-12

高瀬 平尾 509-13 田尻北 509-13

高瀬 平尾 509-14 田尻北 509-14

高瀬 平尾 509-15 田尻北 509-15

高瀬 平尾 510-1 田尻北 510-1

高瀬 平尾 510-2 田尻北 510-2

高瀬 平尾 510-3 田尻北 510-3

高瀬 平尾 510-4 田尻北 510-4

高瀬 平尾 510-5 田尻北 510-5

高瀬 平尾 510-6 田尻北 510-6

高瀬 平尾 510-7 田尻北 510-7

高瀬 平尾 510-8 田尻北 510-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平尾 511-1 田尻北 511-1

高瀬 平尾 511-2 田尻北 511-2

高瀬 平尾 511-3 田尻北 511-3

高瀬 平尾 511-4 田尻北 511-4

高瀬 平尾 511-6 田尻北 511-6

高瀬 平尾 511-7 田尻北 511-7

高瀬 平尾 511-8 田尻北 511-8

高瀬 平尾 511-9 田尻北 511-9

高瀬 平尾 511-10 田尻北 511-10

高瀬 平尾 511-11 田尻北 511-11

高瀬 平尾 511-12 田尻北 511-12

高瀬 平尾 511-13 田尻北 511-13

高瀬 平尾 512-1 田尻北 512-1

高瀬 平尾 512-2 田尻北 512-2

高瀬 平尾 512-3 田尻北 512-3

高瀬 平尾 512-4 田尻北 512-4

高瀬 平尾 512-5 田尻北 512-5

高瀬 平尾 512-6 田尻北 512-6

高瀬 平尾 512-7 田尻北 512-7

高瀬 平尾 513-1 田尻北 513-1

高瀬 平尾 513-2 田尻北 513-2

高瀬 平尾 513-3 田尻北 513-3

高瀬 平尾 513-4 田尻北 513-4

高瀬 平尾 513-5 田尻北 513-5

高瀬 平尾 513-6 田尻北 513-6
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平尾 513-7 田尻北 513-7

高瀬 平尾 513-8 田尻北 513-8

高瀬 平尾 513-9 田尻北 513-9

高瀬 平尾 513-10 田尻北 513-10

高瀬 平尾 513-11 田尻北 513-11

高瀬 平尾 513-12 田尻北 513-12

高瀬 平尾 513-13 田尻北 513-13

高瀬 平尾 514-1 田尻北 514-1

高瀬 平尾 514-2 田尻北 514-2

高瀬 平尾 514-3 田尻北 514-3

高瀬 平尾 514-4 田尻北 514-4

高瀬 平尾 514-5 田尻北 514-5

高瀬 平尾 514-6 田尻北 514-6

高瀬 平尾 514-7 田尻北 514-7

高瀬 平尾 514-8 田尻北 514-8

高瀬 平尾 514-9 田尻北 514-9

高瀬 平尾 514-10 田尻北 514-10

高瀬 平尾 514-11 田尻北 514-11

高瀬 平尾 515-1 田尻北 515-1

高瀬 平尾 515-2 田尻北 515-2

高瀬 平尾 515-3 田尻北 515-3

高瀬 平尾 515-4 田尻北 515-4

高瀬 平尾 515-5 田尻北 515-5

高瀬 平尾 515-6 田尻北 515-6

高瀬 平尾 515-7 田尻北 515-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平尾 515-8 田尻北 515-8

高瀬 平尾 515-9 田尻北 515-9

高瀬 平尾 515-10 田尻北 515-10

高瀬 平尾 515-11 田尻北 515-11

高瀬 平尾 515-12 田尻北 515-12

高瀬 平尾 515-13 田尻北 515-13

高瀬 平尾 516-1 田尻北 516-1

高瀬 平尾 516-2 田尻北 516-2

高瀬 平尾 516-3 田尻北 516-3

高瀬 平尾 516-4 田尻北 516-4

高瀬 平尾 516-5 田尻北 516-5

高瀬 平尾 516-6 田尻北 516-6

高瀬 平尾 574-2 田尻北 574-2

高瀬 平尾 574-3 田尻北 574-3

高瀬 平尾 574-4 田尻北 574-4

高瀬 平尾 575-2 田尻北 575-2

高瀬 平尾 575-3 田尻北 575-3

高瀬 平尾 576-2 田尻北 576-2

高瀬 平尾 576-3 田尻北 576-3

高瀬 平尾 578-2 田尻北 578-2

高瀬 平尾 579-2 田尻北 579-2

高瀬 平尾 580-1 田尻北 580-1

高瀬 平尾 580-2 田尻北 580-2

高瀬 平尾 580-3 田尻北 580-3

高瀬 平尾 580-4 田尻北 580-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 平尾 580-5 田尻北 580-5

高瀬 平尾 580-6 田尻北 580-6

高瀬 平尾 580-9 田尻中央 580-9

高瀬 平尾 580-11 田尻北 580-11

高瀬 平尾 580-12 田尻北 580-12

高瀬 平尾 580-13 田尻北 580-13

高瀬 平尾 580-14 田尻北 580-14

高瀬 平尾 580-15 田尻北 580-15

高瀬 平尾 580-16 田尻北 580-16

高瀬 平尾 580-17 田尻北 580-17

高瀬 平尾 580-18 田尻北 580-18

高瀬 平尾 580-19 田尻中央 580-19

高瀬 平尾 581-1 田尻北 581-1

高瀬 平尾 581-2 田尻北 581-2

高瀬 平尾 581-3 田尻北 581-3

高瀬 平尾 582-1 田尻北 582-1

高瀬 平尾 582-2 田尻北 582-2

高瀬 平尾 582-3 田尻北 582-3

高瀬 平尾 582-4 田尻北 582-4

高瀬 平尾 582-5 田尻北 582-5

高瀬 平尾 582-6 田尻北 582-6

高瀬 平尾 582-7 田尻北 582-7

高瀬 原ノ辻 600-1 田尻中央 600-1

高瀬 原ノ辻 600-2 田尻東 600-2

高瀬 原ノ辻 600-3 田尻東 600-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 原ノ辻 600-4 田尻東 600-4

高瀬 原ノ辻 600-5 田尻東 600-5

高瀬 原ノ辻 600-6 田尻東 600-6

高瀬 原ノ辻 600-7 田尻東 600-7

高瀬 原ノ辻 600-8 田尻東 600-8

高瀬 原ノ辻 600-9 田尻東 600-9

高瀬 原ノ辻 600-10 田尻東 600-10

高瀬 原ノ辻 600-11 田尻東 600-11

高瀬 原ノ辻 600-12 田尻東 600-12

高瀬 原ノ辻 600-13 田尻東 600-13

高瀬 原ノ辻 600-14 田尻東 600-14

高瀬 原ノ辻 600-15 田尻中央 600-15

高瀬 原ノ辻 600-16 田尻中央 600-16

高瀬 原ノ辻 600-17 田尻中央 600-17

高瀬 原ノ辻 600-18 田尻中央 600-18

高瀬 原ノ辻 600-19 田尻中央 600-19

高瀬 原ノ辻 600-20 田尻中央 600-20

高瀬 原ノ辻 600-21 田尻中央 600-21

高瀬 原ノ辻 600-22 田尻中央 600-22

高瀬 原ノ辻 600-23 田尻中央 600-23

高瀬 原ノ辻 600-24 田尻中央 600-24

高瀬 原ノ辻 600-25 田尻中央 600-25

高瀬 原ノ辻 600-26 田尻中央 600-26

高瀬 原ノ辻 600-27 田尻中央 600-27

高瀬 原ノ辻 600-28 田尻中央 600-28
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 原ノ辻 600-29 田尻中央 600-29

高瀬 原ノ辻 600-30 田尻中央 600-30

高瀬 原ノ辻 600-31 田尻中央 600-31

高瀬 原ノ辻 600-32 田尻中央 600-32

高瀬 原ノ辻 600-33 田尻中央 600-33

高瀬 原ノ辻 600-34 田尻中央 600-34

高瀬 原ノ辻 600-35 田尻中央 600-35

高瀬 原ノ辻 600-36 田尻中央 600-36

高瀬 原ノ辻 600-37 田尻中央 600-37

高瀬 原ノ辻 600-38 田尻中央 600-38

高瀬 原ノ辻 600-39 田尻中央 600-39

高瀬 原ノ辻 600-40 田尻中央 600-40

高瀬 原ノ辻 600-41 田尻中央 600-41

高瀬 原ノ辻 600-42 田尻中央 600-42

高瀬 原ノ辻 600-43 田尻中央 600-43

高瀬 原ノ辻 600-44 田尻中央 600-44

高瀬 原ノ辻 600-45 田尻中央 600-45

高瀬 原ノ辻 600-46 田尻中央 600-46

高瀬 原ノ辻 600-47 田尻中央 600-47

高瀬 原ノ辻 600-48 田尻中央 600-48

高瀬 原ノ辻 600-49 田尻中央 600-49

高瀬 原ノ辻 600-50 田尻中央 600-50

高瀬 原ノ辻 600-51 田尻中央 600-51

高瀬 原ノ辻 600-52 田尻中央 600-52

高瀬 原ノ辻 600-53 田尻中央 600-53
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 原ノ辻 600-54 田尻中央 600-54

高瀬 原ノ辻 600-55 田尻中央 600-55

高瀬 原ノ辻 600-56 田尻中央 600-56

高瀬 原ノ辻 600-57 田尻中央 600-57

高瀬 原ノ辻 600-58 田尻中央 600-58

高瀬 原ノ辻 600-59 田尻中央 600-59

高瀬 原ノ辻 600-60 田尻中央 600-60

高瀬 原ノ辻 600-61 田尻中央 600-61

高瀬 原ノ辻 600-62 田尻中央 600-62

高瀬 原ノ辻 600-63 田尻中央 600-63

高瀬 原ノ辻 600-64 田尻中央 600-64

高瀬 原ノ辻 600-65 田尻中央 600-65

高瀬 原ノ辻 600-66 田尻中央 600-66

高瀬 原ノ辻 600-67 田尻中央 600-67

高瀬 原ノ辻 600-68 田尻中央 600-68

高瀬 原ノ辻 600-69 田尻東 600-69

高瀬 原ノ辻 600-70 田尻東 600-70

高瀬 原ノ辻 600-73 田尻中央 600-73

高瀬 原ノ辻 600-74 田尻東 600-74

高瀬 原ノ辻 600-75 田尻東 600-75

高瀬 原ノ辻 600-76 田尻東 600-76

高瀬 原ノ辻 600-77 田尻中央 600-77

高瀬 原ノ辻 600-78 田尻中央 600-78

高瀬 原ノ辻 600-79 田尻東 600-79

高瀬 原ノ辻 600-80 田尻東 600-80
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 ソヲツ 602-1 田尻中央 602-1

高瀬 ソヲツ 602-2 田尻中央 602-2

高瀬 ソヲツ 602-3 田尻中央 602-3

高瀬 ソヲツ 602-4 田尻中央 602-4

高瀬 ソヲツ 602-5 田尻中央 602-5

高瀬 ソヲツ 602-6 田尻中央 602-6

高瀬 ソヲツ 602-7 田尻中央 602-7

高瀬 ソヲツ 602-8 田尻中央 602-8

高瀬 ソヲツ 602-9 田尻中央 602-9

高瀬 ソヲツ 602-10 田尻中央 602-10

高瀬 ソヲツ 602-11 田尻中央 602-11

高瀬 ソヲツ 602-12 田尻中央 602-12

高瀬 ソヲツ 602-13 田尻中央 602-13

高瀬 ソヲツ 602-14 田尻中央 602-14

高瀬 ソヲツ 602-15 田尻中央 602-15

高瀬 ソヲツ 602-16 田尻中央 602-16

高瀬 ソヲツ 602-17 田尻中央 602-17

高瀬 ソヲツ 602-18 田尻中央 602-18

高瀬 ソヲツ 602-19 田尻中央 602-19

高瀬 ソヲツ 602-20 田尻中央 602-20

高瀬 ソヲツ 602-21 田尻中央 602-21

高瀬 ソヲツ 602-22 田尻中央 602-22

高瀬 ソヲツ 602-23 田尻中央 602-23

高瀬 ソヲツ 602-24 田尻中央 602-24

高瀬 ソヲツ 602-25 田尻中央 602-25
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 ソヲツ 602-26 田尻中央 602-26

高瀬 ソヲツ 602-27 田尻中央 602-27

高瀬 ソヲツ 602-28 田尻中央 602-28

高瀬 ソヲツ 602-29 田尻中央 602-29

高瀬 ソヲツ 602-30 田尻中央 602-30

高瀬 ソヲツ 602-31 田尻中央 602-31

高瀬 ソヲツ 602-32 田尻中央 602-32

高瀬 ソヲツ 602-33 田尻中央 602-33

高瀬 ソヲツ 602-34 田尻中央 602-34

高瀬 ソヲツ 602-35 田尻中央 602-35

高瀬 ソヲツ 602-36 田尻中央 602-36

高瀬 ソヲツ 602-37 田尻中央 602-37

高瀬 ソヲツ 602-38 田尻中央 602-38

高瀬 ソヲツ 602-39 田尻中央 602-39

高瀬 ソヲツ 602-40 田尻中央 602-40

高瀬 ソヲツ 602-41 田尻中央 602-41

高瀬 ソヲツ 602-42 田尻中央 602-42

高瀬 ソヲツ 602-43 田尻中央 602-43

高瀬 ソヲツ 602-44 田尻中央 602-44

高瀬 ソヲツ 602-45 田尻中央 602-45

高瀬 ソヲツ 602-46 田尻中央 602-46

高瀬 ソヲツ 602-47 田尻中央 602-47

高瀬 ソヲツ 602-48 田尻中央 602-48

高瀬 ソヲツ 602-49 田尻中央 602-49

高瀬 ソヲツ 602-50 田尻中央 602-50

- 22 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 ソヲツ 602-51 田尻中央 602-51

高瀬 ソヲツ 602-52 田尻中央 602-52

高瀬 ソヲツ 602-53 田尻中央 602-53

高瀬 ソヲツ 602-54 田尻中央 602-54

高瀬 ソヲツ 602-55 田尻中央 602-55

高瀬 ソヲツ 602-56 田尻中央 602-56

高瀬 ソヲツ 602-57 田尻中央 602-57

高瀬 ソヲツ 602-58 田尻中央 602-58

高瀬 ソヲツ 602-59 田尻中央 602-59

高瀬 ソヲツ 602-60 田尻中央 602-60

高瀬 ソヲツ 602-61 田尻中央 602-61

高瀬 ソヲツ 602-62 田尻中央 602-62

高瀬 ソヲツ 602-63 田尻中央 602-63

高瀬 ソヲツ 602-64 田尻中央 602-64

高瀬 ソヲツ 602-65 田尻中央 602-65

高瀬 ソヲツ 602-66 田尻中央 602-66

高瀬 ソヲツ 602-67 田尻中央 602-67

高瀬 ソヲツ 602-68 田尻中央 602-68

高瀬 ソヲツ 602-69 田尻中央 602-69

高瀬 ソヲツ 602-70 田尻中央 602-70

高瀬 ソヲツ 602-71 田尻中央 602-71

高瀬 ソヲツ 602-72 田尻中央 602-72

高瀬 ソヲツ 602-73 田尻中央 602-73

高瀬 ソヲツ 602-74 田尻中央 602-74

高瀬 ソヲツ 602-75 田尻中央 602-75
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 ソヲツ 602-76 田尻中央 602-76

高瀬 ソヲツ 602-77 田尻中央 602-77

高瀬 ソヲツ 602-78 田尻中央 602-78

高瀬 ソヲツ 602-79 田尻中央 602-79

高瀬 ソヲツ 602-80 田尻北 602-80

高瀬 ソヲツ 602-81 田尻中央 602-81

高瀬 ソヲツ 602-82 田尻中央 602-82

高瀬 ソヲツ 602-83 田尻中央 602-83

高瀬 ソヲツ 602-84 田尻中央 602-84

高瀬 ソヲツ 602-85 田尻中央 602-85

高瀬 ソヲツ 602-86 田尻中央 602-86

高瀬 ソヲツ 602-87 田尻中央 602-87

高瀬 ソヲツ 602-88 田尻中央 602-88

高瀬 ソヲツ 602-89 田尻中央 602-89

高瀬 ソヲツ 602-90 田尻中央 602-90

高瀬 ソヲツ 602-91 田尻中央 602-91

高瀬 ソヲツ 602-92 田尻中央 602-92

高瀬 ソヲツ 602-93 田尻中央 602-93

高瀬 ソヲツ 602-94 田尻中央 602-94

高瀬 ソヲツ 602-95 田尻中央 602-95

高瀬 ソヲツ 602-96 田尻中央 602-96

高瀬 ソヲツ 602-97 田尻中央 602-97

高瀬 ソヲツ 602-98 田尻中央 602-98

高瀬 ソヲツ 602-99 田尻中央 602-99

高瀬 ソヲツ 602-100 田尻中央 602-100
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 ソヲツ 602-101 田尻中央 602-101

高瀬 ソヲツ 602-102 田尻中央 602-102

高瀬 ソヲツ 602-103 田尻中央 602-103

高瀬 ソヲツ 602-104 田尻中央 602-104

高瀬 ソヲツ 602-105 田尻中央 602-105

高瀬 ソヲツ 602-106 田尻中央 602-106

高瀬 ソヲツ 602-107 田尻中央 602-107

高瀬 ソヲツ 602-108 田尻中央 602-108

高瀬 ソヲツ 602-109 田尻中央 602-109

高瀬 東山 618-1 田尻北 618-1

高瀬 東山 618-2 田尻北 618-2

高瀬 東山 618-3 田尻北 618-3

高瀬 東山 618-4 田尻北 618-4

高瀬 東山 618-5 田尻北 618-5

高瀬 東山 618-6 田尻北 618-6

高瀬 東山 618-7 田尻北 618-7

高瀬 東山 618-8 田尻北 618-8

高瀬 東山 618-9 田尻北 618-9

高瀬 東山 619-1 田尻北 619-1

高瀬 東山 619-2 田尻北 619-2

高瀬 東山 619-3 田尻北 619-3

高瀬 東山 619-4 田尻北 619-4

高瀬 東山 619-5 田尻北 619-5

高瀬 東山 619-6 田尻北 619-6

高瀬 東山 619-7 田尻北 619-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 東山 619-8 田尻北 619-8

高瀬 東山 619-9 田尻北 619-9

高瀬 東山 619-10 田尻北 619-10

高瀬 東山 619-11 田尻北 619-11

高瀬 東山 619-12 田尻北 619-12

高瀬 東山 620-1 田尻北 620-1

高瀬 東山 620-2 田尻北 620-2

高瀬 東山 620-3 田尻北 620-3

高瀬 東山 620-4 田尻北 620-4

高瀬 東山 620-5 田尻北 620-5

高瀬 東山 620-6 田尻北 620-6

高瀬 東山 620-7 田尻北 620-7

高瀬 東山 620-8 田尻北 620-8

高瀬 東山 620-9 田尻北 620-9

高瀬 東山 620-10 田尻北 620-10

高瀬 東山 620-11 田尻北 620-11

高瀬 東山 620-12 田尻北 620-12

高瀬 東山 620-13 田尻北 620-13

高瀬 東山 620-14 田尻北 620-14

高瀬 東山 620-15 田尻北 620-15

高瀬 東山 620-20 田尻中央 620-20

高瀬 東山 620-21 田尻北 620-21

高瀬 東山 620-22 田尻北 620-22

高瀬 東山 620-23 田尻北 620-23

高瀬 東山 620-24 田尻中央 620-24
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 東山 620-25 田尻中央 620-25

高瀬 東山 620-26 田尻中央 620-26

高瀬 東山 620-27 田尻中央 620-27

高瀬 東山 620-28 田尻中央 620-28

高瀬 東山 620-29 田尻中央 620-29

高瀬 東山 620-30 田尻中央 620-30

高瀬 東山 620-31 田尻中央 620-31

高瀬 東山 620-32 田尻中央 620-32

高瀬 東山 620-33 田尻中央 620-33

高瀬 東山 620-34 田尻中央 620-34

高瀬 東山 620-35 田尻中央 620-35

高瀬 東山 620-36 田尻中央 620-36

高瀬 東山 620-37 田尻中央 620-37

高瀬 東山 620-38 田尻中央 620-38

高瀬 東山 620-39 田尻中央 620-39

高瀬 東山 620-40 田尻中央 620-40

高瀬 東山 620-41 田尻北 620-41

高瀬 東山 620-42 田尻中央 620-42

高瀬 東山 620-43 田尻中央 620-43

高瀬 東山 621-1 田尻北 621-1

高瀬 東山 621-2 田尻北 621-2

高瀬 東山 621-3 田尻北 621-3

高瀬 東山 621-4 田尻北 621-4

高瀬 東山 621-5 田尻北 621-5

高瀬 東山 621-6 田尻北 621-6
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 東山 621-7 田尻北 621-7

高瀬 東山 621-8 田尻北 621-8

高瀬 東山 621-9 田尻北 621-9

高瀬 東山 621-10 田尻北 621-10

高瀬 東山 621-11 田尻北 621-11

高瀬 東山 621-12 田尻北 621-12

高瀬 東山 621-13 田尻北 621-13

高瀬 東山 621-14 田尻北 621-14

高瀬 東迫 626-2 田尻北 626-2

高瀬 東迫 626-3 田尻中央 626-3

高瀬 東迫 626-4 田尻中央 626-4

高瀬 東迫 626-5 田尻北 626-5

高瀬 東迫 626-6 田尻中央 626-6

高瀬 西ノ迫 638-1 田尻中央 638-1

高瀬 西ノ迫 638-2 田尻中央 638-2

高瀬 西ノ迫 638-3 田尻中央 638-3

高瀬 西ノ迫 638-4 田尻中央 638-4

高瀬 西ノ迫 638-5 田尻中央 638-5

高瀬 西ノ迫 638-6 田尻中央 638-6

高瀬 西ノ迫 638-7 田尻中央 638-7

高瀬 西ノ迫 638-8 田尻中央 638-8

高瀬 西ノ迫 638-9 田尻中央 638-9

高瀬 西ノ迫 638-10 田尻中央 638-10

高瀬 西ノ迫 638-11 田尻中央 638-11

高瀬 西ノ迫 638-12 田尻中央 638-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 西ノ迫 638-13 田尻中央 638-13

高瀬 西ノ迫 638-14 田尻中央 638-14

高瀬 西ノ迫 638-15 田尻中央 638-15

高瀬 西ノ迫 638-16 田尻中央 638-16

高瀬 西ノ迫 638-17 田尻中央 638-17

高瀬 西ノ迫 638-18 田尻中央 638-18

高瀬 西ノ迫 638-19 田尻中央 638-19

高瀬 西ノ迫 638-20 田尻中央 638-20

高瀬 西ノ迫 638-21 田尻中央 638-21

高瀬 西ノ迫 638-22 田尻中央 638-22

高瀬 西ノ迫 638-23 田尻中央 638-23

高瀬 西ノ迫 638-24 田尻中央 638-24

高瀬 西ノ迫 638-25 田尻中央 638-25

高瀬 西ノ迫 638-26 田尻中央 638-26

高瀬 西ノ迫 638-27 田尻中央 638-27

高瀬 西ノ迫 638-28 田尻中央 638-28

高瀬 西ノ迫 638-29 田尻中央 638-29

高瀬 西ノ迫 638-30 田尻中央 638-30

高瀬 西ノ迫 638-31 田尻中央 638-31

高瀬 西ノ迫 638-32 田尻中央 638-32

高瀬 西ノ迫 638-33 田尻中央 638-33

高瀬 西ノ迫 638-34 田尻中央 638-34

高瀬 西ノ迫 638-35 田尻中央 638-35

高瀬 西ノ迫 638-36 田尻中央 638-36

高瀬 西ノ迫 638-37 田尻中央 638-37
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 西ノ迫 638-38 田尻中央 638-38

高瀬 西ノ迫 638-39 田尻中央 638-39

高瀬 西ノ迫 638-40 田尻北 638-40

高瀬 西ノ迫 638-41 田尻中央 638-41

高瀬 西ノ迫 638-42 田尻中央 638-42

高瀬 西ノ迫 638-43 田尻中央 638-43

高瀬 西ノ迫 638-44 田尻中央 638-44

高瀬 西ノ迫 638-45 田尻中央 638-45

高瀬 西ノ迫 638-46 田尻中央 638-46

高瀬 西ノ迫 638-47 田尻中央 638-47

高瀬 西ノ迫 638-48 田尻中央 638-48

高瀬 西ノ迫 638-49 田尻中央 638-49

高瀬 西ノ迫 638-50 田尻中央 638-50

高瀬 西ノ迫 638-51 田尻中央 638-51

高瀬 西ノ迫 638-52 田尻中央 638-52

高瀬 西ノ迫 638-53 田尻中央 638-53

高瀬 西ノ迫 638-54 田尻中央 638-54

高瀬 西ノ迫 638-55 田尻中央 638-55

高瀬 西ノ迫 638-56 田尻中央 638-56

高瀬 西ノ迫 638-57 田尻中央 638-57

高瀬 西ノ迫 638-58 田尻中央 638-58

高瀬 地蔵原 645-1 田尻中央 645-1

高瀬 地蔵原 645-2 田尻西 645-2

高瀬 地蔵原 645-3 田尻西 645-3

高瀬 地蔵原 645-4 田尻西 645-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 地蔵原 645-5 田尻西 645-5

高瀬 地蔵原 645-6 田尻西 645-6

高瀬 地蔵原 645-7 田尻西 645-7

高瀬 地蔵原 645-8 田尻西 645-8

高瀬 地蔵原 645-9 田尻西 645-9

高瀬 地蔵原 645-10 田尻西 645-10

高瀬 地蔵原 645-11 田尻西 645-11

高瀬 地蔵原 645-12 田尻西 645-12

高瀬 地蔵原 645-13 田尻西 645-13

高瀬 地蔵原 645-14 田尻西 645-14

高瀬 地蔵原 645-15 田尻西 645-15

高瀬 地蔵原 645-16 田尻西 645-16

高瀬 地蔵原 645-17 田尻西 645-17

高瀬 地蔵原 645-18 田尻西 645-18

高瀬 地蔵原 645-19 田尻西 645-19

高瀬 地蔵原 645-20 田尻西 645-20

高瀬 地蔵原 645-21 田尻西 645-21

高瀬 地蔵原 645-22 田尻西 645-22

高瀬 地蔵原 645-23 田尻中央 645-23

高瀬 地蔵原 645-24 田尻中央 645-24

高瀬 地蔵原 645-25 田尻中央 645-25

高瀬 地蔵原 645-26 田尻中央 645-26

高瀬 地蔵原 645-27 田尻中央 645-27

高瀬 地蔵原 645-28 田尻中央 645-28

高瀬 地蔵原 645-29 田尻中央 645-29
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 地蔵原 645-30 田尻中央 645-30

高瀬 地蔵原 645-31 田尻中央 645-31

高瀬 地蔵原 645-32 田尻中央 645-32

高瀬 地蔵原 645-33 田尻中央 645-33

高瀬 地蔵原 645-34 田尻中央 645-34

高瀬 地蔵原 645-35 田尻中央 645-35

高瀬 地蔵原 645-36 田尻中央 645-36

高瀬 地蔵原 645-37 田尻中央 645-37

高瀬 地蔵原 645-38 田尻中央 645-38

高瀬 地蔵原 645-39 田尻中央 645-39

高瀬 地蔵原 645-40 田尻中央 645-40

高瀬 地蔵原 645-41 田尻中央 645-41

高瀬 地蔵原 645-42 田尻中央 645-42

高瀬 地蔵原 645-43 田尻中央 645-43

高瀬 地蔵原 645-44 田尻中央 645-44

高瀬 地蔵原 645-45 田尻中央 645-45

高瀬 地蔵原 659 田尻中央 659

高瀬 天神面 666-1 田尻西 666-1

高瀬 天神面 666-2 田尻北 666-2

高瀬 天神面 666-4 田尻西 666-4

高瀬 天神面 666-5 田尻西 666-5

高瀬 天神面 666-6 田尻西 666-6

高瀬 天神面 666-7 田尻西 666-7

高瀬 天神面 666-8 田尻西 666-8

高瀬 天神面 666-9 田尻西 666-9
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 天神面 666-10 田尻西 666-10

高瀬 天神面 666-11 田尻西 666-11

高瀬 天神面 666-12 田尻西 666-12

高瀬 天神面 666-13 田尻西 666-13

高瀬 天神面 666-14 田尻西 666-14

高瀬 天神面 666-15 田尻西 666-15

高瀬 天神面 666-16 田尻西 666-16

高瀬 天神面 666-17 田尻西 666-17

高瀬 天神面 666-18 田尻西 666-18

高瀬 天神面 666-19 田尻西 666-19

高瀬 天神面 666-20 田尻西 666-20

高瀬 天神面 666-21 田尻西 666-21

高瀬 天神面 666-22 田尻西 666-22

高瀬 天神面 666-23 田尻西 666-23

高瀬 天神面 666-24 田尻西 666-24

高瀬 天神面 666-25 田尻中央 666-25

高瀬 天神面 666-26 田尻中央 666-26

高瀬 天神面 666-27 田尻中央 666-27

高瀬 天神面 666-28 田尻中央 666-28

高瀬 天神面 666-29 田尻中央 666-29

高瀬 天神面 666-30 田尻中央 666-30

高瀬 天神面 666-31 田尻中央 666-31

高瀬 天神面 666-32 田尻中央 666-32

高瀬 天神面 666-33 田尻中央 666-33

高瀬 天神面 666-39 田尻中央 666-39
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 天神面 666-47 田尻西 666-47

高瀬 天神面 666-48 田尻中央 666-48

高瀬 天神面 666-49 田尻中央 666-49

高瀬 天神面 666-52 田尻中央 666-52

高瀬 天神面 666-53 田尻中央 666-53

高瀬 天神面 666-54 田尻中央 666-54

高瀬 天神面 666-55 田尻中央 666-55

高瀬 天神面 666-56 田尻中央 666-56

高瀬 西平 700-1 田尻西 700-1

高瀬 西平 700-3 田尻西 700-3

高瀬 西平 700-4 田尻西 700-4

高瀬 西平 700-5 田尻西 700-5

高瀬 西平 700-6 田尻西 700-6

高瀬 西平 700-7 田尻西 700-7

高瀬 西平 700-8 田尻西 700-8

高瀬 西平 700-9 田尻西 700-9

高瀬 西平 700-10 田尻西 700-10

高瀬 西平 700-11 田尻西 700-11

高瀬 西平 700-12 田尻西 700-12

高瀬 西平 700-13 田尻西 700-13

高瀬 西平 700-14 田尻西 700-14

高瀬 西平 700-15 田尻西 700-15

高瀬 西平 700-16 田尻西 700-16

高瀬 西平 700-17 田尻西 700-17

高瀬 西平 700-18 田尻西 700-18
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 西平 700-19 田尻西 700-19

高瀬 西平 700-20 田尻西 700-20

高瀬 西平 700-21 田尻西 700-21

高瀬 西平 700-22 田尻西 700-22

高瀬 西平 700-23 田尻西 700-23

高瀬 西平 700-24 田尻西 700-24

高瀬 西平 700-25 田尻西 700-25

高瀬 西平 700-26 田尻西 700-26

高瀬 西平 700-27 田尻西 700-27

高瀬 西平 700-28 田尻西 700-28

高瀬 西平 700-29 田尻西 700-29

高瀬 西平 700-30 田尻西 700-30

高瀬 西平 700-31 田尻西 700-31

高瀬 西平 700-32 田尻西 700-32

高瀬 西平 700-33 田尻西 700-33

高瀬 西平 700-34 田尻西 700-34

高瀬 西平 700-35 田尻西 700-35

高瀬 西平 700-36 田尻西 700-36

高瀬 西平 700-37 田尻西 700-37

高瀬 西平 700-38 田尻西 700-38

高瀬 西平 700-39 田尻西 700-39

高瀬 西平 700-40 田尻西 700-40

高瀬 西平 700-41 田尻西 700-41

高瀬 西平 700-52 田尻西 700-52

高瀬 寺ノ上 715-1 田尻西 715-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 寺ノ上 715-3 田尻西 715-3

高瀬 寺ノ上 715-4 田尻西 715-4

高瀬 寺ノ上 715-5 田尻西 715-5

高瀬 寺ノ上 715-6 田尻西 715-6

高瀬 寺ノ上 715-7 田尻西 715-7

高瀬 寺ノ上 715-8 田尻西 715-8

高瀬 寺ノ上 715-9 田尻西 715-9

高瀬 寺ノ上 715-10 田尻西 715-10

高瀬 寺ノ上 715-11 田尻西 715-11

高瀬 寺ノ上 715-12 田尻西 715-12

高瀬 寺ノ上 715-13 田尻西 715-13

高瀬 寺ノ上 715-14 田尻西 715-14

高瀬 寺ノ上 715-15 田尻西 715-15

高瀬 寺ノ上 715-16 田尻西 715-16

高瀬 寺ノ上 715-17 田尻西 715-17

高瀬 寺ノ上 715-18 田尻西 715-18

高瀬 寺ノ上 715-19 田尻西 715-19

高瀬 寺ノ上 715-20 田尻西 715-20

高瀬 狐井 760-1 田尻西 760-1

高瀬 狐井 760-7 田尻西 760-7

高瀬 狐井 760-8 田尻西 760-8

高瀬 狐井 760-9 田尻西 760-9

高瀬 狐井 760-10 田尻西 760-10

高瀬 狐井 760-11 田尻西 760-11

高瀬 狐井 760-12 田尻西 760-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 狐井 760-13 田尻西 760-13

高瀬 狐井 760-14 田尻西 760-14

高瀬 狐井 760-15 田尻西 760-15

高瀬 狐井 760-16 田尻西 760-16

高瀬 狐井 760-17 田尻西 760-17

高瀬 狐井 760-18 田尻西 760-18

高瀬 狐井 760-19 田尻西 760-19

高瀬 狐井 760-20 田尻西 760-20

高瀬 狐井 760-21 田尻西 760-21

高瀬 狐井 760-22 田尻西 760-22

高瀬 狐井 760-23 田尻西 760-23

高瀬 狐井 760-24 田尻西 760-24

高瀬 狐井 760-25 田尻西 760-25

高瀬 狐井 760-26 田尻西 760-26

高瀬 狐井 760-27 田尻西 760-27

高瀬 狐井 760-28 田尻西 760-28

高瀬 狐井 760-29 田尻西 760-29

高瀬 狐井 760-30 田尻西 760-30

高瀬 狐井 760-31 田尻西 760-31

高瀬 狐井 760-32 田尻西 760-32

高瀬 狐井 760-33 田尻西 760-33

高瀬 狐井 760-34 田尻西 760-34

高瀬 狐井 760-35 田尻西 760-35

高瀬 狐井 760-36 田尻西 760-36

高瀬 狐井 760-37 田尻西 760-37
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

高瀬 狐井 760-38 田尻西 760-38

高瀬 狐井 760-39 田尻西 760-39

高瀬 狐井 760-40 田尻西 760-40

高瀬 狐井 760-41 田尻西 760-41

高瀬 狐井 760-42 田尻西 760-42

高瀬 狐井 760-43 田尻西 760-43

高瀬 狐井 760-44 田尻西 760-44

高瀬 狐井 760-45 田尻西 760-45

高瀬 狐井 760-46 田尻西 760-46

高瀬 狐井 760-47 田尻西 760-47

高瀬 狐井 760-48 田尻西 760-48

高瀬 狐井 760-49 田尻西 760-49

高瀬 狐井 760-50 田尻西 760-50

高瀬 狐井 760-51 田尻西 760-51

高瀬 狐井 760-52 田尻西 760-52

高瀬 狐井 760-53 田尻西 760-53

高瀬 狐井 760-54 田尻西 760-54

高瀬 狐井 760-55 田尻西 760-55

高瀬 狐井 760-56 田尻西 760-56

高瀬 狐井 760-57 田尻西 760-57

高瀬 狐井 760-65 田尻西 760-65

高瀬 狐井 760-68 田尻西 760-68

田尻 矢倉 1335-2 田尻東 1335-2

田尻 矢倉 1335-3 田尻東 1335-3

田尻 矢倉 1335-4 田尻東 1335-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 矢倉 1335-5 田尻東 1335-5

田尻 矢倉 1335-6 田尻東 1335-6

田尻 矢倉 1335-7 田尻東 1335-7

田尻 矢倉 1335-8 田尻東 1335-8

田尻 矢倉 1335-9 田尻東 1335-9

田尻 矢倉 1335-10 田尻東 1335-10

田尻 矢倉 1335-11 田尻東 1335-11

田尻 矢倉 1335-12 田尻東 1335-12

田尻 矢倉 1335-13 田尻東 1335-13

田尻 矢倉 1335-14 田尻東 1335-14

田尻 矢倉 1335-15 田尻東 1335-15

田尻 矢倉 1335-16 田尻東 1335-16

田尻 矢倉 1335-20 田尻東 1335-20

田尻 矢倉 1335-21 田尻東 1335-21

田尻 矢倉 1335-22 田尻東 1335-22

田尻 矢倉 1335-23 田尻東 1335-23

田尻 矢倉 1335-24 田尻東 1335-24

田尻 矢倉 1335-25 田尻東 1335-25

田尻 矢倉 1335-26 田尻東 1335-26

田尻 矢倉 1335-27 田尻東 1335-27

田尻 矢倉 1335-28 田尻東 1335-28

田尻 矢倉 1335-29 田尻東 1335-29

田尻 矢倉 1335-30 田尻東 1335-30

田尻 矢倉 1335-31 田尻東 1335-31

田尻 矢倉 1335-32 田尻東 1335-32
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 矢倉 1335-33 田尻東 1335-33

田尻 矢倉 1335-34 田尻東 1335-34

田尻 矢倉 1335-35 田尻東 1335-35

田尻 矢倉 1335-36 田尻東 1335-36

田尻 矢倉 1335-37 田尻東 1335-37

田尻 井ノ本 1380-2 田尻東 1380-2

田尻 井ノ本 1380-3 田尻東 1380-3

田尻 井ノ本 1380-4 田尻東 1380-4

田尻 井ノ本 1380-5 田尻東 1380-5

田尻 井ノ本 1380-6 田尻東 1380-6

田尻 井ノ本 1380-7 田尻東 1380-7

田尻 井ノ本 1380-8 田尻東 1380-8

田尻 井ノ本 1380-9 田尻東 1380-9

田尻 井ノ本 1380-10 田尻東 1380-10

田尻 井ノ本 1380-11 田尻東 1380-11

田尻 井ノ本 1380-12 田尻東 1380-12

田尻 井ノ本 1380-13 田尻東 1380-13

田尻 井ノ本 1380-14 田尻東 1380-14

田尻 井ノ本 1380-15 田尻東 1380-15

田尻 井ノ本 1380-16 田尻東 1380-16

田尻 井ノ本 1380-17 田尻東 1380-17

田尻 井ノ本 1380-18 田尻東 1380-18

田尻 井ノ本 1380-19 田尻東 1380-19

田尻 井ノ本 1380-20 田尻東 1380-20

田尻 井ノ本 1380-21 田尻東 1380-21
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 井ノ本 1380-22 田尻東 1380-22

田尻 井ノ本 1380-23 田尻東 1380-23

田尻 井ノ本 1380-24 田尻東 1380-24

田尻 井ノ本 1380-25 田尻東 1380-25

田尻 井ノ本 1380-26 田尻東 1380-26

田尻 井ノ本 1380-27 田尻東 1380-27

田尻 井ノ本 1380-28 田尻東 1380-28

田尻 井ノ本 1380-29 田尻東 1380-29

田尻 井ノ本 1380-30 田尻東 1380-30

田尻 井ノ本 1380-31 田尻東 1380-31

田尻 井ノ本 1380-52 田尻東 1380-52

田尻 井ノ本 1380-53 田尻東 1380-53

田尻 井ノ本 1380-54 田尻東 1380-54

田尻 井ノ本 1380-55 田尻東 1380-55

田尻 井ノ本 1380-56 田尻東 1380-56

田尻 井ノ本 1380-57 田尻東 1380-57

田尻 井ノ本 1380-58 田尻東 1380-58

田尻 井ノ本 1380-59 田尻東 1380-59

田尻 井ノ本 1380-60 田尻東 1380-60

田尻 井ノ本 1380-61 田尻東 1380-61

田尻 井ノ本 1380-62 田尻東 1380-62

田尻 井ノ本 1380-63 田尻東 1380-63

田尻 井ノ本 1380-71 田尻東 1380-71

田尻 井ノ本 1380-73 田尻東 1380-73

田尻 井ノ本 1439-2 田尻東 1439-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 井ノ本 1439-3 田尻東 1439-3

田尻 後ケ迫 1450-2 田尻東 1450-2

田尻 後ケ迫 1450-3 田尻東 1450-3

田尻 後ケ迫 1450-4 田尻東 1450-4

田尻 後ケ迫 1450-5 田尻東 1450-5

田尻 後ケ迫 1450-6 田尻東 1450-6

田尻 後ケ迫 1450-7 田尻東 1450-7

田尻 後ケ迫 1450-8 田尻東 1450-8

田尻 後ケ迫 1450-9 田尻東 1450-9

田尻 後ケ迫 1450-10 田尻東 1450-10

田尻 後ケ迫 1450-11 田尻東 1450-11

田尻 後ケ迫 1450-12 田尻東 1450-12

田尻 後ケ迫 1450-13 田尻東 1450-13

田尻 後ケ迫 1450-14 田尻東 1450-14

田尻 後ケ迫 1450-15 田尻東 1450-15

田尻 後ケ迫 1450-16 田尻東 1450-16

田尻 後ケ迫 1450-17 田尻東 1450-17

田尻 後ケ迫 1450-18 田尻東 1450-18

田尻 後ケ迫 1450-19 田尻東 1450-19

田尻 後ケ迫 1450-20 田尻東 1450-20

田尻 後ケ迫 1450-21 田尻東 1450-21

田尻 後ケ迫 1450-22 田尻東 1450-22

田尻 後ケ迫 1450-23 田尻東 1450-23

田尻 後ケ迫 1450-24 田尻東 1450-24

田尻 後ケ迫 1450-25 田尻東 1450-25
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 後ケ迫 1450-26 田尻東 1450-26

田尻 後ケ迫 1450-27 田尻東 1450-27

田尻 後ケ迫 1450-28 田尻東 1450-28

田尻 後ケ迫 1450-29 田尻東 1450-29

田尻 後ケ迫 1450-30 田尻東 1450-30

田尻 後ケ迫 1450-31 田尻東 1450-31

田尻 後ケ迫 1450-32 田尻東 1450-32

田尻 後ケ迫 1450-33 田尻東 1450-33

田尻 後ケ迫 1450-34 田尻東 1450-34

田尻 後ケ迫 1450-35 田尻東 1450-35

田尻 後ケ迫 1450-36 田尻東 1450-36

田尻 後ケ迫 1450-37 田尻東 1450-37

田尻 後ケ迫 1450-38 田尻東 1450-38

田尻 後ケ迫 1450-39 田尻東 1450-39

田尻 後ケ迫 1450-40 田尻東 1450-40

田尻 後ケ迫 1450-41 田尻東 1450-41

田尻 後ケ迫 1450-42 田尻東 1450-42

田尻 後ケ迫 1450-43 田尻東 1450-43

田尻 後ケ迫 1450-44 田尻東 1450-44

田尻 後ケ迫 1450-45 田尻東 1450-45

田尻 後ケ迫 1450-46 田尻東 1450-46

田尻 後ケ迫 1450-47 田尻東 1450-47

田尻 後ケ迫 1450-48 田尻東 1450-48

田尻 後ケ迫 1450-49 田尻東 1450-49

田尻 後ケ迫 1450-50 田尻東 1450-50
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 後ケ迫 1450-51 田尻東 1450-51

田尻 後ケ迫 1450-52 田尻東 1450-52

田尻 後ケ迫 1450-53 田尻東 1450-53

田尻 後ケ迫 1450-54 田尻東 1450-54

田尻 後ケ迫 1450-55 田尻東 1450-55

田尻 後ケ迫 1450-56 田尻東 1450-56

田尻 後ケ迫 1450-57 田尻東 1450-57

田尻 後ケ迫 1450-58 田尻東 1450-58

田尻 後ケ迫 1450-59 田尻東 1450-59

田尻 後ケ迫 1450-60 田尻東 1450-60

田尻 後ケ迫 1450-61 田尻東 1450-61

田尻 後ケ迫 1450-62 田尻東 1450-62

田尻 後ケ迫 1450-63 田尻東 1450-63

田尻 後ケ迫 1450-64 田尻東 1450-64

田尻 後ケ迫 1450-65 田尻東 1450-65

田尻 後ケ迫 1450-66 田尻東 1450-66

田尻 後ケ迫 1450-67 田尻東 1450-67

田尻 後ケ迫 1450-68 田尻東 1450-68

田尻 後ケ迫 1450-69 田尻東 1450-69

田尻 後ケ迫 1450-70 田尻東 1450-70

田尻 後ケ迫 1450-71 田尻東 1450-71

田尻 後ケ迫 1450-72 田尻東 1450-72

田尻 後ケ迫 1450-73 田尻東 1450-73

田尻 後ケ迫 1450-74 田尻東 1450-74

田尻 後ケ迫 1450-75 田尻東 1450-75
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 後ケ迫 1450-76 田尻東 1450-76

田尻 後ケ迫 1450-77 田尻東 1450-77

田尻 後ケ迫 1450-78 田尻東 1450-78

田尻 後ケ迫 1450-79 田尻東 1450-79

田尻 後ケ迫 1450-80 田尻東 1450-80

田尻 後ケ迫 1450-81 田尻東 1450-81

田尻 後ケ迫 1450-82 田尻東 1450-82

田尻 後ケ迫 1450-83 田尻東 1450-83

田尻 後ケ迫 1450-84 田尻東 1450-84

田尻 後ケ迫 1450-85 田尻東 1450-85

田尻 後ケ迫 1450-86 田尻東 1450-86

田尻 後ケ迫 1450-87 田尻東 1450-87

田尻 後ケ迫 1450-88 田尻東 1450-88

田尻 後ケ迫 1450-89 田尻東 1450-89

田尻 後ケ迫 1450-90 田尻東 1450-90

田尻 後ケ迫 1450-94 田尻北 1450-94

田尻 後ケ迫 1450-95 田尻北 1450-95

田尻 後ケ迫 1450-96 田尻北 1450-96

田尻 後ケ迫 1450-97 田尻北 1450-97

田尻 後ケ迫 1450-98 田尻北 1450-98

田尻 後ケ迫 1450-99 田尻北 1450-99

田尻 後ケ迫 1450-100 田尻北 1450-100

田尻 後ケ迫 1450-101 田尻北 1450-101

田尻 後ケ迫 1450-103 田尻北 1450-103

田尻 後ケ迫 1450-104 田尻東 1450-104
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

田尻 後ケ迫 1455-1 田尻北 1455-1

田尻 後ケ迫 1455-2 田尻北 1455-2

田尻 後ケ迫 1455-3 田尻北 1455-3

田尻 後ケ迫 1455-4 田尻北 1455-4

田尻 後ケ迫 1455-5 田尻北 1455-5

田尻 後ケ迫 1455-6 田尻北 1455-6

岡川 大原 100-2 田尻東 100-2

岡川 大原 100-3 田尻東 100-3

岡川 大原 100-4 田尻東 100-4

岡川 大原 100-5 田尻東 100-5

岡川 大原 100-6 田尻東 100-6

岡川 大原 100-7 田尻東 100-7

岡川 大原 100-8 田尻東 100-8

岡川 大原 100-9 田尻東 100-9

岡川 大原 100-10 田尻東 100-10

岡川 大原 100-11 田尻東 100-11

岡川 大原 100-12 田尻東 100-12

岡川 大原 100-13 田尻東 100-13

岡川 大原 100-14 田尻東 100-14

岡川 大原 100-15 田尻東 100-15

岡川 大原 100-16 田尻東 100-16

岡川 大原 100-17 田尻東 100-17

岡川 大原 100-18 田尻東 100-18

岡川 大原 100-19 田尻東 100-19

岡川 大原 100-20 田尻東 100-20
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 大原 100-21 田尻中央 100-21

岡川 大原 100-22 田尻中央 100-22

岡川 大原 100-23 田尻中央 100-23

岡川 大原 100-24 田尻中央 100-24

岡川 大原 100-25 田尻中央 100-25

岡川 大原 100-26 田尻中央 100-26

岡川 大原 100-27 田尻中央 100-27

岡川 大原 100-28 田尻中央 100-28

岡川 大原 100-29 田尻中央 100-29

岡川 大原 100-30 田尻中央 100-30

岡川 大原 100-31 田尻中央 100-31

岡川 大原 100-32 田尻中央 100-32

岡川 大原 100-33 田尻中央 100-33

岡川 大原 100-34 田尻中央 100-34

岡川 大原 100-35 田尻中央 100-35

岡川 大原 100-36 田尻中央 100-36

岡川 大原 100-37 田尻中央 100-37

岡川 大原 100-38 田尻中央 100-38

岡川 大原 100-39 田尻中央 100-39

岡川 大原 100-40 田尻中央 100-40

岡川 大原 100-41 田尻中央 100-41

岡川 大原 100-42 田尻中央 100-42

岡川 大原 100-43 田尻中央 100-43

岡川 大原 100-44 田尻中央 100-44

岡川 大原 100-45 田尻中央 100-45
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 大原 100-46 田尻中央 100-46

岡川 大原 100-47 田尻中央 100-47

岡川 大原 100-48 田尻中央 100-48

岡川 大原 100-49 田尻中央 100-49

岡川 大原 100-50 田尻中央 100-50

岡川 大原 100-51 田尻中央 100-51

岡川 大原 100-52 田尻中央 100-52

岡川 大原 100-53 田尻中央 100-53

岡川 大原 100-54 田尻中央 100-54

岡川 大原 100-55 田尻中央 100-55

岡川 大原 100-56 田尻中央 100-56

岡川 大原 100-57 田尻中央 100-57

岡川 大原 100-58 田尻中央 100-58

岡川 大原 100-59 田尻中央 100-59

岡川 大原 100-60 田尻中央 100-60

岡川 大原 100-61 田尻中央 100-61

岡川 大原 100-62 田尻中央 100-62

岡川 大原 100-63 田尻中央 100-63

岡川 大原 100-64 田尻中央 100-64

岡川 大原 100-65 田尻中央 100-65

岡川 大原 100-66 田尻中央 100-66

岡川 大原 100-67 田尻中央 100-67

岡川 大原 100-68 田尻中央 100-68

岡川 大原 100-69 田尻中央 100-69

岡川 大原 100-70 田尻中央 100-70
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 大原 100-71 田尻中央 100-71

岡川 大原 100-72 田尻中央 100-72

岡川 大原 100-73 田尻中央 100-73

岡川 大原 100-74 田尻中央 100-74

岡川 大原 100-75 田尻中央 100-75

岡川 大原 100-76 田尻中央 100-76

岡川 大原 100-77 田尻中央 100-77

岡川 大原 100-78 田尻中央 100-78

岡川 大原 100-79 田尻中央 100-79

岡川 大原 100-80 田尻中央 100-80

岡川 大原 100-81 田尻中央 100-81

岡川 大原 100-82 田尻中央 100-82

岡川 大原 100-83 田尻中央 100-83

岡川 大原 100-84 田尻中央 100-84

岡川 大原 100-85 田尻中央 100-85

岡川 大原 100-86 田尻中央 100-86

岡川 大原 100-87 田尻中央 100-87

岡川 大原 100-88 田尻中央 100-88

岡川 大原 100-89 田尻中央 100-89

岡川 大原 100-90 田尻中央 100-90

岡川 大原 100-91 田尻中央 100-91

岡川 大原 100-92 田尻中央 100-92

岡川 大原 100-93 田尻中央 100-93

岡川 大原 100-94 田尻中央 100-94

岡川 大原 100-95 田尻中央 100-95
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 大原 100-96 田尻中央 100-96

岡川 大原 100-97 田尻中央 100-97

岡川 大原 100-98 田尻中央 100-98

岡川 大原 100-99 田尻中央 100-99

岡川 大原 100-100 田尻中央 100-100

岡川 大原 100-101 田尻中央 100-101

岡川 大原 100-102 田尻中央 100-102

岡川 大原 100-103 田尻中央 100-103

岡川 大原 100-104 田尻中央 100-104

岡川 大原 100-105 田尻中央 100-105

岡川 大原 100-106 田尻中央 100-106

岡川 大原 100-107 田尻中央 100-107

岡川 大原 100-108 田尻中央 100-108

岡川 大原 100-109 田尻中央 100-109

岡川 大原 100-110 田尻中央 100-110

岡川 流田 118-2 田尻中央 118-2

岡川 流田 118-3 田尻中央 118-3

岡川 流田 119 田尻中央 119

岡川 流田 120-2 田尻中央 120-2

岡川 流田 121 田尻中央 121

岡川 流田 150-1 田尻西 150-1

岡川 流田 150-2 田尻中央 150-2

岡川 流田 150-8 田尻中央 150-8

岡川 流田 150-9 田尻中央 150-9

岡川 流田 150-10 田尻中央 150-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-11 田尻中央 150-11

岡川 流田 150-12 田尻中央 150-12

岡川 流田 150-13 田尻中央 150-13

岡川 流田 150-14 田尻中央 150-14

岡川 流田 150-15 田尻中央 150-15

岡川 流田 150-16 田尻中央 150-16

岡川 流田 150-17 田尻中央 150-17

岡川 流田 150-18 田尻中央 150-18

岡川 流田 150-19 田尻中央 150-19

岡川 流田 150-20 田尻中央 150-20

岡川 流田 150-21 田尻中央 150-21

岡川 流田 150-22 田尻中央 150-22

岡川 流田 150-23 田尻中央 150-23

岡川 流田 150-24 田尻中央 150-24

岡川 流田 150-25 田尻中央 150-25

岡川 流田 150-26 田尻中央 150-26

岡川 流田 150-27 田尻中央 150-27

岡川 流田 150-28 田尻中央 150-28

岡川 流田 150-29 田尻中央 150-29

岡川 流田 150-30 田尻中央 150-30

岡川 流田 150-31 田尻中央 150-31

岡川 流田 150-32 田尻中央 150-32

岡川 流田 150-33 田尻中央 150-33

岡川 流田 150-34 田尻中央 150-34

岡川 流田 150-35 田尻中央 150-35
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-36 田尻中央 150-36

岡川 流田 150-39 田尻西 150-39

岡川 流田 150-41 田尻西 150-41

岡川 流田 150-42 田尻中央 150-42

岡川 流田 150-43 田尻中央 150-43

岡川 流田 150-44 田尻中央 150-44

岡川 流田 150-45 田尻中央 150-45

岡川 流田 150-46 田尻中央 150-46

岡川 流田 150-47 田尻中央 150-47

岡川 流田 150-48 田尻中央 150-48

岡川 流田 150-49 田尻中央 150-49

岡川 流田 150-50 田尻中央 150-50

岡川 流田 150-51 田尻中央 150-51

岡川 流田 150-52 田尻中央 150-52

岡川 流田 150-53 田尻中央 150-53

岡川 流田 150-54 田尻中央 150-54

岡川 流田 150-55 田尻中央 150-55

岡川 流田 150-56 田尻中央 150-56

岡川 流田 150-57 田尻中央 150-57

岡川 流田 150-58 田尻中央 150-58

岡川 流田 150-59 田尻中央 150-59

岡川 流田 150-60 田尻中央 150-60

岡川 流田 150-61 田尻中央 150-61

岡川 流田 150-62 田尻中央 150-62

岡川 流田 150-65 田尻西 150-65
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-68 田尻西 150-68

岡川 流田 150-69 田尻西 150-69

岡川 流田 150-70 田尻西 150-70

岡川 流田 150-71 田尻西 150-71

岡川 流田 150-72 田尻西 150-72

岡川 流田 150-73 田尻西 150-73

岡川 流田 150-74 田尻西 150-74

岡川 流田 150-75 田尻西 150-75

岡川 流田 150-76 田尻西 150-76

岡川 流田 150-77 田尻西 150-77

岡川 流田 150-78 田尻西 150-78

岡川 流田 150-79 田尻西 150-79

岡川 流田 150-80 田尻中央 150-80

岡川 流田 150-81 田尻中央 150-81

岡川 流田 150-82 田尻中央 150-82

岡川 流田 150-83 田尻西 150-83

岡川 流田 150-84 田尻西 150-84

岡川 流田 150-85 田尻西 150-85

岡川 流田 150-86 田尻西 150-86

岡川 流田 150-87 田尻西 150-87

岡川 流田 150-88 田尻西 150-88

岡川 流田 150-89 田尻西 150-89

岡川 流田 150-90 田尻西 150-90

岡川 流田 150-91 田尻西 150-91

岡川 流田 150-92 田尻西 150-92
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-93 田尻西 150-93

岡川 流田 150-94 田尻西 150-94

岡川 流田 150-95 田尻西 150-95

岡川 流田 150-96 田尻西 150-96

岡川 流田 150-97 田尻西 150-97

岡川 流田 150-98 田尻西 150-98

岡川 流田 150-99 田尻西 150-99

岡川 流田 150-100 田尻西 150-100

岡川 流田 150-101 田尻西 150-101

岡川 流田 150-102 田尻西 150-102

岡川 流田 150-103 田尻西 150-103

岡川 流田 150-104 田尻西 150-104

岡川 流田 150-105 田尻西 150-105

岡川 流田 150-106 田尻西 150-106

岡川 流田 150-107 田尻西 150-107

岡川 流田 150-108 田尻西 150-108

岡川 流田 150-109 田尻西 150-109

岡川 流田 150-110 田尻西 150-110

岡川 流田 150-111 田尻西 150-111

岡川 流田 150-112 田尻西 150-112

岡川 流田 150-113 田尻西 150-113

岡川 流田 150-114 田尻西 150-114

岡川 流田 150-115 田尻西 150-115

岡川 流田 150-116 田尻西 150-116

岡川 流田 150-117 田尻西 150-117
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-118 田尻西 150-118

岡川 流田 150-119 田尻西 150-119

岡川 流田 150-120 田尻西 150-120

岡川 流田 150-121 田尻西 150-121

岡川 流田 150-122 田尻西 150-122

岡川 流田 150-123 田尻西 150-123

岡川 流田 150-124 田尻西 150-124

岡川 流田 150-125 田尻西 150-125

岡川 流田 150-126 田尻西 150-126

岡川 流田 150-127 田尻西 150-127

岡川 流田 150-128 田尻西 150-128

岡川 流田 150-129 田尻西 150-129

岡川 流田 150-130 田尻西 150-130

岡川 流田 150-131 田尻西 150-131

岡川 流田 150-132 田尻西 150-132

岡川 流田 150-133 田尻中央 150-133

岡川 流田 150-134 田尻中央 150-134

岡川 流田 150-135 田尻中央 150-135

岡川 流田 150-136 田尻中央 150-136

岡川 流田 150-138 田尻西 150-138

岡川 流田 150-139 田尻西 150-139

岡川 流田 150-140 田尻西 150-140

岡川 流田 150-141 田尻中央 150-141

岡川 流田 150-143 田尻西 150-143

岡川 流田 150-145 田尻西 150-145
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-146 田尻西 150-146

岡川 流田 150-149 田尻西 150-149

岡川 流田 150-150 田尻西 150-150

岡川 流田 150-152 田尻西 150-152

岡川 流田 150-153 田尻西 150-153

岡川 流田 150-154 田尻中央 150-154

岡川 流田 150-155 田尻西 150-155

岡川 流田 150-156 田尻西 150-156

岡川 流田 150-158 田尻西 150-158

岡川 流田 150-159 田尻西 150-159

岡川 流田 150-160 田尻西 150-160

岡川 流田 150-161 田尻西 150-161

岡川 流田 150-162 田尻西 150-162

岡川 流田 150-163 田尻西 150-163

岡川 流田 150-164 田尻西 150-164

岡川 流田 150-165 田尻中央 150-165

岡川 流田 150-167 田尻中央 150-167

岡川 流田 150-168 田尻中央 150-168

岡川 流田 150-175 田尻中央 150-175

岡川 流田 150-177 田尻中央 150-177

岡川 流田 150-178 田尻中央 150-178

岡川 流田 150-179 田尻中央 150-179

岡川 流田 150-180 田尻中央 150-180

岡川 流田 150-202 田尻中央 150-202

岡川 流田 150-203 田尻中央 150-203
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 流田 150-204 田尻中央 150-204

岡川 流田 150-205 田尻中央 150-205

岡川 流田 150-206 田尻中央 150-206

岡川 流田 150-212 田尻中央 150-212

岡川 流田 150-213 田尻中央 150-213

岡川 流田 150-217 田尻中央 150-217

岡川 流田 150-220 田尻西 150-220

岡川 流田 150-221 田尻西 150-221

岡川 流田 150-227 田尻中央 150-227

岡川 流田 150-230 田尻中央 150-230

岡川 流田 150-232 田尻中央 150-232

岡川 流田 150-234 田尻中央 150-234

岡川 流田 150-235 田尻中央 150-235

岡川 流田 150-236 田尻中央 150-236

岡川 流田 150-238 田尻中央 150-238

岡川 流田 150-239 田尻中央 150-239

岡川 流田 182-2 田尻西 182-2

岡川 流田 182-3 田尻西 182-3

岡川 流田 182-5 田尻西 182-5

岡川 流田 182-6 田尻西 182-6

岡川 下ノ尾バ子 184-2 田尻西 184-2

岡川 下ノ尾バ子 184-3 田尻西 184-3

岡川 下ノ尾バ子 184-4 田尻西 184-4

岡川 下ノ尾バ子 185-2 田尻西 185-2

岡川 下ノ尾バ子 186-1 田尻西 186-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

田尻グリーンハイツ地区住居表示旧新地番対照簿
旧 新

岡川 下ノ尾バ子 186-3 田尻西 186-3

岡川 下ノ尾バ子 205-2 田尻西 205-2

岡川 下ノ尾バ子 205-3 田尻西 205-3

岡川 下ノ尾バ子 205-4 田尻西 205-4

岡川 神ノ山 212-1 田尻西 212-1

岡川 神ノ山 213-2 田尻西 213-2

岡川 神ノ山 213-3 田尻西 213-3

岡川 神ノ山 213-4 田尻西 213-4

岡川 神ノ山 213-5 田尻西 213-5

岡川 神ノ山 213-6 田尻西 213-6

岡川 神ノ山 213-7 田尻西 213-7

岡川 神ノ山 213-10 田尻西 213-10
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