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大 字 羽 屋

住居表示旧新地番対照簿

大 字 永 興

大字古国府



大 字 永 興

旧 新 地 番 対 照 簿



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

永興 牛踏 1-1 南太平寺四丁目 1-1

永興 牛踏 1-2 南太平寺四丁目 1-2

永興 牛踏 2-1 南太平寺四丁目 2-1

永興 牛踏 2-2 南太平寺四丁目 2-2

永興 牛踏 3-1 南太平寺四丁目 3-1

永興 牛踏 3-2 南太平寺四丁目 3-2

永興 牛踏 4-2 南太平寺四丁目 4-2

永興 牛踏 6-1 南太平寺四丁目 6-1

永興 牛踏 6-2 南太平寺四丁目 6-2

永興 牛踏 7-1 南太平寺四丁目 7-1

永興 牛踏 7-2 南太平寺四丁目 7-2

永興 牛踏 8 南太平寺四丁目 8

永興 牛踏 9-1 南太平寺三丁目 9-1

永興 牛踏 9-2 南太平寺三丁目 9-2

永興 牛踏 9-3 南太平寺三丁目 9-3

永興 牛踏 9-4 南太平寺三丁目 9-4

永興 牛踏 9-5 南太平寺三丁目 9-5

永興 牛踏 9-6 南太平寺三丁目 9-6

永興 牛踏 9-7 南太平寺三丁目 9-7

永興 牛踏 10-1 南太平寺三丁目 10-1

永興 牛踏 10-2 南太平寺三丁目 10-2

永興 牛踏 11-1 南太平寺三丁目 11-1

永興 牛踏 11-2 南太平寺三丁目 11-2

永興 牛踏 11-6 南太平寺三丁目 11-6

永興 牛踏 11-7 南太平寺三丁目 11-7

永興 牛踏 11-8 南太平寺三丁目 11-8

永興 牛踏 12-1 南太平寺三丁目 12-1

永興 牛踏 12-5 南太平寺三丁目 12-5

永興 牛踏 12-6 南太平寺三丁目 12-6

永興 牛踏 12-7 南太平寺三丁目 12-7

旧新地番対照簿

旧 新
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 12-8 南太平寺三丁目 12-8

永興 牛踏 12-9 南太平寺三丁目 12-9

永興 牛踏 12-10 南太平寺三丁目 12-10

永興 牛踏 12-11 南太平寺三丁目 12-11

永興 牛踏 12-13 南太平寺三丁目 12-13

永興 牛踏 13-2 南太平寺三丁目 13-2

永興 牛踏 13-4 南太平寺三丁目 13-4

永興 牛踏 14-1 南太平寺二丁目 14-1

永興 牛踏 14-2 南太平寺二丁目 14-2

永興 牛踏 14-3 南太平寺三丁目 14-3

永興 牛踏 14-6 南太平寺二丁目 14-6

永興 牛踏 14-7 南太平寺二丁目 14-7

永興 牛踏 14-8 南太平寺三丁目 14-8

永興 牛踏 14-9 南太平寺二丁目 14-9

永興 牛踏 15-1 南太平寺二丁目 15-1

永興 牛踏 15-2 南太平寺二丁目 15-2

永興 牛踏 15-6 南太平寺二丁目 15-6

永興 牛踏 15-7 南太平寺二丁目 15-7

永興 牛踏 16-2 南太平寺三丁目 16-2

永興 牛踏 16-8 南太平寺三丁目 16-8

永興 牛踏 16-9 南太平寺三丁目 16-9

永興 牛踏 17-1 南太平寺三丁目 17-1

永興 牛踏 17-3 南太平寺二丁目 17-3

永興 牛踏 17-9 南太平寺二丁目 17-9

永興 牛踏 17-10 南太平寺三丁目 17-10

永興 牛踏 17-11 南太平寺三丁目 17-11

永興 牛踏 18-1 南太平寺二丁目 18-1

永興 牛踏 18-3 南太平寺三丁目 18-3

永興 牛踏 18-9 南太平寺二丁目 18-9

永興 牛踏 18-10 南太平寺三丁目 18-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 18-11 南太平寺三丁目 18-11

永興 牛踏 18-12 南太平寺三丁目 18-12

永興 牛踏 18-13 南太平寺三丁目 18-13

永興 牛踏 18-15 南太平寺三丁目 18-15

永興 牛踏 19-1 南太平寺二丁目 19-1

永興 牛踏 20-1 南太平寺二丁目 20-1

永興 牛踏 20-2 南太平寺二丁目 20-2

永興 牛踏 20-3 南太平寺二丁目 20-3

永興 牛踏 20-4 南太平寺二丁目 20-4

永興 牛踏 21-2 南太平寺二丁目 21-2

永興 牛踏 23-1 南太平寺三丁目 23-1

永興 牛踏 23-3 南太平寺二丁目 23-3

永興 牛踏 23-9 南太平寺二丁目 23-9

永興 牛踏 23-10 南太平寺三丁目 23-10

永興 牛踏 23-11 南太平寺三丁目 23-11

永興 牛踏 23-12 南太平寺三丁目 23-12

永興 牛踏 23-13 南太平寺三丁目 23-13

永興 牛踏 23-14 南太平寺三丁目 23-14

永興 牛踏 23-15 南太平寺三丁目 23-15

永興 牛踏 24-3 南太平寺二丁目 24-3

永興 牛踏 24-9 南太平寺二丁目 24-9

永興 牛踏 24-10 南太平寺三丁目 24-10

永興 牛踏 25-1 南太平寺三丁目 25-1

永興 牛踏 25-3 南太平寺二丁目 25-3

永興 牛踏 25-8 南太平寺二丁目 25-8

永興 牛踏 25-9 南太平寺三丁目 25-9

永興 牛踏 26-1 南太平寺三丁目 26-1

永興 牛踏 26-3 南太平寺二丁目 26-3

永興 牛踏 26-8 南太平寺三丁目 26-8

永興 牛踏 26-9 南太平寺三丁目 26-9

- 3 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 27-1 南太平寺三丁目 27-1

永興 牛踏 27-2 南太平寺三丁目 27-2

永興 牛踏 27-3 南太平寺二丁目 27-3

永興 牛踏 27-9 南太平寺三丁目 27-9

永興 牛踏 27-10 南太平寺二丁目 27-10

永興 牛踏 27-11 南太平寺三丁目 27-11

永興 牛踏 27-12 南太平寺三丁目 27-12

永興 牛踏 28-1 南太平寺三丁目 28-1

永興 牛踏 28-3 南太平寺二丁目 28-3

永興 牛踏 28-9 南太平寺三丁目 28-9

永興 牛踏 28-10 南太平寺三丁目 28-10

永興 牛踏 28-11 南太平寺三丁目 28-11

永興 牛踏 28-12 南太平寺三丁目 28-12

永興 牛踏 29-1 南太平寺二丁目 29-1

永興 牛踏 29-2 南太平寺二丁目 29-2

永興 牛踏 29-3 南太平寺二丁目 29-3

永興 牛踏 29-4 南太平寺二丁目 29-4

永興 牛踏 29-5 南太平寺二丁目 29-5

永興 牛踏 30-1 南太平寺二丁目 30-1

永興 牛踏 30-2 南太平寺二丁目 30-2

永興 牛踏 30-3 南太平寺二丁目 30-3

永興 牛踏 30-5 南太平寺二丁目 30-5

永興 牛踏 30-6 南太平寺二丁目 30-6

永興 牛踏 30-7 南太平寺二丁目 30-7

永興 牛踏 30-8 南太平寺二丁目 30-8

永興 牛踏 30-9 南太平寺二丁目 30-9

永興 牛踏 30-10 南太平寺二丁目 30-10

永興 牛踏 30-11 南太平寺二丁目 30-11

永興 牛踏 30-12 南太平寺二丁目 30-12

永興 牛踏 30-13 南太平寺二丁目 30-13
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 30-14 南太平寺二丁目 30-14

永興 牛踏 31-1 南太平寺三丁目 31-1

永興 牛踏 31-3 南太平寺二丁目 31-3

永興 牛踏 31-9 南太平寺三丁目 31-9

永興 牛踏 31-10 南太平寺三丁目 31-10

永興 牛踏 31-12 南太平寺三丁目 31-12

永興 牛踏 31-13 南太平寺三丁目 31-13

永興 牛踏 31-14 南太平寺三丁目 31-14

永興 牛踏 31-15 南太平寺三丁目 31-15

永興 牛踏 32-3 南太平寺二丁目 32-3

永興 牛踏 33-1 南太平寺三丁目 33-1

永興 牛踏 33-3 南太平寺二丁目 33-3

永興 牛踏 33-9 南太平寺三丁目 33-9

永興 牛踏 34-1 南太平寺三丁目 34-1

永興 牛踏 34-3 南太平寺二丁目 34-3

永興 牛踏 34-9 南太平寺三丁目 34-9

永興 牛踏 34-10 南太平寺三丁目 34-10

永興 牛踏 34-11 南太平寺三丁目 34-11

永興 牛踏 34-12 南太平寺三丁目 34-12

永興 牛踏 34-13 南太平寺三丁目 34-13

永興 牛踏 34-14 南太平寺三丁目 34-14

永興 牛踏 34-15 南太平寺三丁目 34-15

永興 牛踏 34-16 南太平寺二丁目 34-16

永興 牛踏 35-9 南太平寺二丁目 35-9

永興 牛踏 35-10 南太平寺三丁目 35-10

永興 牛踏 36-1 南太平寺三丁目 36-1

永興 牛踏 36-3 南太平寺二丁目 36-3

永興 牛踏 36-6 南太平寺二丁目 36-6

永興 牛踏 36-7 南太平寺三丁目 36-7

永興 牛踏 36-11 南太平寺二丁目 36-11
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 36-12 南太平寺二丁目 36-12

永興 牛踏 36-13 南太平寺三丁目 36-13

永興 牛踏 36-14 南太平寺三丁目 36-14

永興 牛踏 36-15 南太平寺三丁目 36-15

永興 牛踏 36-16 南太平寺三丁目 36-16

永興 牛踏 37-1 南太平寺二丁目 37-1

永興 牛踏 37-2 南太平寺二丁目 37-2

永興 牛踏 37-4 南太平寺二丁目 37-4

永興 牛踏 37-5 南太平寺二丁目 37-5

永興 牛踏 37-6 南太平寺二丁目 37-6

永興 牛踏 38-2 南太平寺二丁目 38-2

永興 牛踏 38-3 南太平寺二丁目 38-3

永興 牛踏 39-2 南太平寺二丁目 39-2

永興 牛踏 39-3 南太平寺二丁目 39-3

永興 牛踏 40-1 南太平寺二丁目 40-1

永興 牛踏 40-2 南太平寺二丁目 40-2

永興 牛踏 40-3 南太平寺二丁目 40-3

永興 牛踏 41-1 南太平寺二丁目 41-1

永興 牛踏 41-2 南太平寺二丁目 41-2

永興 牛踏 41-3 南太平寺二丁目 41-3

永興 牛踏 41-4 南太平寺二丁目 41-4

永興 牛踏 42-1 南太平寺二丁目 42-1

永興 牛踏 42-2 南太平寺二丁目 42-2

永興 牛踏 42-3 南太平寺二丁目 42-3

永興 牛踏 42-4 南太平寺二丁目 42-4

永興 牛踏 43-1 南太平寺二丁目 43-1

永興 牛踏 43-2 南太平寺二丁目 43-2

永興 牛踏 43-3 南太平寺二丁目 43-3

永興 牛踏 43-4 南太平寺二丁目 43-4

永興 牛踏 43-5 南太平寺二丁目 43-5

- 6 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 43-6 南太平寺二丁目 43-6

永興 牛踏 43-7 南太平寺二丁目 43-7

永興 牛踏 43-8 南太平寺二丁目 43-8

永興 牛踏 43-9 南太平寺二丁目 43-9

永興 牛踏 43-10 南太平寺二丁目 43-10

永興 牛踏 43-11 南太平寺二丁目 43-11

永興 牛踏 43-12 南太平寺二丁目 43-12

永興 牛踏 43-13 南太平寺二丁目 43-13

永興 牛踏 43-14 南太平寺二丁目 43-14

永興 牛踏 43-15 南太平寺二丁目 43-15

永興 牛踏 44-2 南太平寺二丁目 44-2

永興 牛踏 44-3 南太平寺二丁目 44-3

永興 牛踏 44-4 南太平寺二丁目 44-4

永興 牛踏 44-5 南太平寺二丁目 44-5

永興 牛踏 44-6 南太平寺二丁目 44-6

永興 牛踏 45-1 南太平寺二丁目 45-1

永興 牛踏 45-2 南太平寺二丁目 45-2

永興 牛踏 45-3 南太平寺二丁目 45-3

永興 牛踏 46 南太平寺二丁目 46

永興 牛踏 47-1 南太平寺二丁目 47-1

永興 牛踏 47-2 南太平寺二丁目 47-2

永興 牛踏 47-3 南太平寺二丁目 47-3

永興 牛踏 48-1 南太平寺二丁目 48-1

永興 牛踏 48-2 南太平寺二丁目 48-2

永興 牛踏 48-3 南太平寺二丁目 48-3

永興 牛踏 48-4 南太平寺二丁目 48-4

永興 牛踏 49-1 南太平寺二丁目 49-1

永興 牛踏 49-2 南太平寺二丁目 49-2

永興 牛踏 49-3 南太平寺二丁目 49-3

永興 牛踏 49-5 南太平寺二丁目 49-5
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 49-6 南太平寺二丁目 49-6

永興 牛踏 49-8 南太平寺二丁目 49-8

永興 牛踏 49-9 南太平寺二丁目 49-9

永興 牛踏 50-1 南太平寺二丁目 50-1

永興 牛踏 50-2 南太平寺二丁目 50-2

永興 牛踏 50-3 南太平寺二丁目 50-3

永興 牛踏 50-4 南太平寺二丁目 50-4

永興 牛踏 50-5 南太平寺二丁目 50-5

永興 牛踏 51-3 南太平寺二丁目 51-3

永興 牛踏 51-4 南太平寺二丁目 51-4

永興 牛踏 51-5 南太平寺二丁目 51-5

永興 牛踏 51-7 南太平寺二丁目 51-7

永興 牛踏 52-1 南太平寺二丁目 52-1

永興 牛踏 52-2 南太平寺三丁目 52-2

永興 牛踏 52-3 南太平寺三丁目 52-3

永興 牛踏 52-9 南太平寺二丁目 52-9

永興 牛踏 52-10 南太平寺二丁目 52-10

永興 牛踏 52-11 南太平寺二丁目 52-11

永興 牛踏 52-12 南太平寺二丁目 52-12

永興 牛踏 52-13 南太平寺二丁目 52-13

永興 牛踏 53-1 南太平寺二丁目 53-1

永興 牛踏 53-2 南太平寺二丁目 53-2

永興 牛踏 53-3 南太平寺二丁目 53-3

永興 牛踏 54-1 南太平寺二丁目 54-1

永興 牛踏 54-9 南太平寺二丁目 54-9

永興 牛踏 54-10 南太平寺二丁目 54-10

永興 牛踏 55-1 南太平寺二丁目 55-1

永興 牛踏 55-9 南太平寺二丁目 55-9

永興 牛踏 55-10 南太平寺二丁目 55-10

永興 牛踏 56-1 南太平寺二丁目 56-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 56-2 南太平寺二丁目 56-2

永興 牛踏 56-3 南太平寺二丁目 56-3

永興 牛踏 57-1 南太平寺二丁目 57-1

永興 牛踏 57-3 南太平寺三丁目 57-3

永興 牛踏 57-4 南太平寺二丁目 57-4

永興 牛踏 57-5 南太平寺二丁目 57-5

永興 牛踏 58-1 南太平寺二丁目 58-1

永興 牛踏 58-3 南太平寺三丁目 106

永興 牛踏 58-4 南太平寺二丁目 58-4

永興 牛踏 58-5 南太平寺二丁目 58-5

永興 牛踏 59-1 南太平寺二丁目 59-1

永興 牛踏 59-3 南太平寺三丁目 107

永興 牛踏 59-8 南太平寺三丁目 59-8

永興 牛踏 60-1 南太平寺二丁目 60-1

永興 牛踏 60-3 南太平寺三丁目 60-3

永興 牛踏 60-4 南太平寺二丁目 60-4

永興 牛踏 60-5 南太平寺二丁目 60-5

永興 牛踏 61-1 南太平寺三丁目 61-1

永興 牛踏 61-3 南太平寺二丁目 61-3

永興 牛踏 61-6 南太平寺二丁目 61-6

永興 牛踏 61-7 南太平寺三丁目 61-7

永興 牛踏 61-11 南太平寺三丁目 61-11

永興 牛踏 62-1 南太平寺三丁目 108

永興 牛踏 62-2 南太平寺三丁目 109

永興 牛踏 62-3 南太平寺三丁目 110

永興 牛踏 62-4 南太平寺三丁目 111

永興 牛踏 64-1 南太平寺三丁目 64-1

永興 牛踏 64-2 南太平寺三丁目 64-2

永興 牛踏 64-3 南太平寺三丁目 64-3

永興 牛踏 64-4 南太平寺三丁目 64-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 牛踏 65-1 南太平寺三丁目 65-1

永興 牛踏 65-2 南太平寺三丁目 112

永興 下芦原 66-1 上田町一丁目 66-1

永興 下芦原 66-2 上田町一丁目 66-2

永興 下芦原 66-3 上田町一丁目 66-3

永興 下芦原 66-4 上田町一丁目 66-4

永興 下芦原 66-5 上田町一丁目 66-5

永興 下芦原 66-6 上田町一丁目 66-6

永興 下芦原 66-7 上田町一丁目 66-7

永興 下芦原 66-8 上田町一丁目 66-8

永興 下芦原 66-9 上田町一丁目 66-9

永興 下芦原 66-10 上田町一丁目 66-10

永興 下芦原 66-11 上田町一丁目 66-11

永興 下芦原 66-12 上田町一丁目 66-12

永興 下芦原 67-1 上田町一丁目 67-1

永興 下芦原 67-2 上田町一丁目 67-2

永興 下芦原 67-4 上田町一丁目 67-4

永興 下芦原 67-5 上田町一丁目 67-5

永興 下芦原 67-6 上田町一丁目 67-6

永興 下芦原 67-7 上田町一丁目 67-7

永興 下芦原 67-8 上田町一丁目 67-8

永興 下芦原 67-9 上田町一丁目 67-9

永興 下芦原 67-10 上田町一丁目 67-10

永興 下芦原 67-11 上田町一丁目 67-11

永興 下芦原 67-12 上田町一丁目 67-12

永興 下芦原 67-13 上田町一丁目 67-13

永興 下芦原 67-14 上田町一丁目 67-14

永興 下芦原 67-15 上田町一丁目 67-15

永興 下芦原 68-6 上田町一丁目 68-6

永興 下芦原 68-7 上田町一丁目 68-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 68-8 上田町一丁目 68-8

永興 下芦原 68-9 上田町一丁目 68-9

永興 下芦原 68-10 上田町一丁目 68-10

永興 下芦原 68-11 上田町一丁目 68-11

永興 下芦原 68-12 上田町一丁目 68-12

永興 下芦原 68-13 上田町一丁目 68-13

永興 下芦原 68-14 上田町一丁目 68-14

永興 下芦原 68-15 上田町一丁目 68-15

永興 下芦原 68-16 上田町一丁目 68-16

永興 下芦原 68-17 上田町一丁目 68-17

永興 下芦原 68-18 上田町一丁目 68-18

永興 下芦原 69-1 南太平寺二丁目 69-1

永興 下芦原 69-2 上田町一丁目 69-2

永興 下芦原 69-4 南太平寺二丁目 69-4

永興 下芦原 69-5 南太平寺二丁目 69-5

永興 下芦原 69-6 南太平寺二丁目 69-6

永興 下芦原 69-7 南太平寺二丁目 69-7

永興 下芦原 69-8 南太平寺二丁目 69-8

永興 下芦原 69-9 南太平寺二丁目 69-9

永興 下芦原 69-10 南太平寺二丁目 69-10

永興 下芦原 69-11 南太平寺二丁目 69-11

永興 下芦原 69-14 上田町一丁目 69-14

永興 下芦原 69-15 南太平寺二丁目 69-15

永興 下芦原 69-16 南太平寺二丁目 69-16

永興 下芦原 69-17 南太平寺二丁目 69-17

永興 下芦原 69-18 南太平寺二丁目 69-18

永興 下芦原 69-19 南太平寺二丁目 69-19

永興 下芦原 69-20 南太平寺二丁目 69-20

永興 下芦原 69-21 南太平寺二丁目 69-21

永興 下芦原 69-22 南太平寺二丁目 69-22
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 69-23 南太平寺二丁目 69-23

永興 下芦原 69-24 南太平寺二丁目 69-24

永興 下芦原 69-25 南太平寺二丁目 69-25

永興 下芦原 69-26 南太平寺二丁目 69-26

永興 下芦原 69-27 南太平寺二丁目 69-27

永興 下芦原 69-28 南太平寺二丁目 69-28

永興 下芦原 69-29 南太平寺二丁目 69-29

永興 下芦原 69-30 南太平寺二丁目 69-30

永興 下芦原 69-31 南太平寺二丁目 69-31

永興 下芦原 69-32 南太平寺二丁目 69-32

永興 下芦原 69-33 上田町一丁目 69-33

永興 下芦原 70-1 南太平寺二丁目 70-1

永興 下芦原 70-3 上田町一丁目 70-3

永興 下芦原 70-6 南太平寺二丁目 70-6

永興 下芦原 70-7 南太平寺二丁目 70-7

永興 下芦原 70-8 南太平寺二丁目 70-8

永興 下芦原 70-9 南太平寺二丁目 70-9

永興 下芦原 70-10 南太平寺二丁目 70-10

永興 下芦原 70-11 南太平寺二丁目 70-11

永興 下芦原 70-12 南太平寺二丁目 70-12

永興 下芦原 71-1 南太平寺二丁目 71-1

永興 下芦原 71-3 上田町一丁目 71-3

永興 下芦原 71-6 南太平寺二丁目 71-6

永興 下芦原 71-7 南太平寺二丁目 71-7

永興 下芦原 71-10 南太平寺二丁目 71-10

永興 下芦原 71-11 南太平寺二丁目 71-11

永興 下芦原 71-12 南太平寺二丁目 71-12

永興 下芦原 71-13 南太平寺二丁目 71-13

永興 下芦原 71-14 南太平寺二丁目 71-14

永興 下芦原 71-15 南太平寺二丁目 71-15
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 71-16 南太平寺二丁目 71-16

永興 下芦原 71-17 南太平寺二丁目 71-17

永興 下芦原 71-18 南太平寺二丁目 71-18

永興 下芦原 71-19 南太平寺二丁目 71-19

永興 下芦原 71-20 南太平寺二丁目 71-20

永興 下芦原 71-21 南太平寺二丁目 71-21

永興 下芦原 71-22 南太平寺二丁目 71-22

永興 下芦原 72-1 南太平寺二丁目 72-1

永興 下芦原 72-3 上田町一丁目 72-3

永興 下芦原 72-6 南太平寺二丁目 72-6

永興 下芦原 72-7 南太平寺二丁目 72-7

永興 下芦原 73-1 南太平寺二丁目 73-1

永興 下芦原 73-3 南太平寺二丁目 73-3

永興 下芦原 73-4 南太平寺二丁目 73-4

永興 下芦原 73-5 南太平寺二丁目 73-5

永興 下芦原 73-6 南太平寺二丁目 73-6

永興 下芦原 73-7 南太平寺二丁目 73-7

永興 下芦原 73-8 南太平寺二丁目 73-8

永興 下芦原 73-9 南太平寺二丁目 73-9

永興 下芦原 73-10 南太平寺二丁目 73-10

永興 下芦原 74-4 南太平寺二丁目 74-4

永興 下芦原 74-5 南太平寺二丁目 74-5

永興 下芦原 75-1 南太平寺二丁目 75-1

永興 下芦原 75-2 南太平寺二丁目 75-2

永興 下芦原 75-3 南太平寺二丁目 75-3

永興 下芦原 75-4 南太平寺二丁目 75-4

永興 下芦原 75-5 南太平寺二丁目 75-5

永興 下芦原 76-1 南太平寺二丁目 76-1

永興 下芦原 76-2 南太平寺二丁目 76-2

永興 下芦原 76-3 南太平寺二丁目 76-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 77-1 南太平寺二丁目 77-1

永興 下芦原 77-2 南太平寺二丁目 77-2

永興 下芦原 77-3 南太平寺二丁目 77-3

永興 下芦原 77-4 南太平寺二丁目 77-4

永興 下芦原 77-5 南太平寺二丁目 77-5

永興 下芦原 78-1 南太平寺二丁目 78-1

永興 下芦原 78-2 南太平寺二丁目 78-2

永興 下芦原 78-3 南太平寺二丁目 78-3

永興 下芦原 78-4 南太平寺二丁目 78-4

永興 下芦原 79-1 南太平寺二丁目 79-1

永興 下芦原 79-2 南太平寺二丁目 79-2

永興 下芦原 79-3 南太平寺二丁目 79-3

永興 下芦原 79-4 南太平寺二丁目 79-4

永興 下芦原 79-5 南太平寺二丁目 79-5

永興 下芦原 79-6 南太平寺二丁目 79-6

永興 下芦原 80-1 南太平寺二丁目 80-1

永興 下芦原 80-2 南太平寺二丁目 80-2

永興 下芦原 80-3 南太平寺二丁目 80-3

永興 下芦原 80-4 南太平寺二丁目 80-4

永興 下芦原 80-5 南太平寺二丁目 80-5

永興 下芦原 80-6 南太平寺二丁目 80-6

永興 下芦原 80-7 南太平寺二丁目 80-7

永興 下芦原 81-1 南太平寺二丁目 81-1

永興 下芦原 81-2 南太平寺二丁目 81-2

永興 下芦原 81-3 南太平寺二丁目 81-3

永興 下芦原 81-4 南太平寺二丁目 81-4

永興 下芦原 81-5 南太平寺二丁目 81-5

永興 下芦原 81-8 南太平寺二丁目 81-8

永興 下芦原 82-1 南太平寺二丁目 82-1

永興 下芦原 82-2 南太平寺二丁目 82-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 82-3 南太平寺二丁目 82-3

永興 下芦原 82-4 南太平寺二丁目 82-4

永興 下芦原 82-5 南太平寺二丁目 82-5

永興 下芦原 82-6 南太平寺二丁目 82-6

永興 下芦原 82-7 南太平寺二丁目 82-7

永興 下芦原 82-8 南太平寺二丁目 82-8

永興 下芦原 82-9 南太平寺二丁目 82-9

永興 下芦原 82-10 南太平寺二丁目 82-10

永興 下芦原 82-11 南太平寺二丁目 82-11

永興 下芦原 82-12 南太平寺二丁目 82-12

永興 下芦原 82-13 南太平寺二丁目 82-13

永興 下芦原 82-14 南太平寺二丁目 82-14

永興 下芦原 82-15 南太平寺二丁目 82-15

永興 下芦原 82-16 南太平寺二丁目 82-16

永興 下芦原 82-17 南太平寺二丁目 82-17

永興 下芦原 82-18 南太平寺二丁目 82-18

永興 下芦原 82-19 南太平寺二丁目 82-19

永興 下芦原 82-20 南太平寺二丁目 82-20

永興 下芦原 82-21 南太平寺二丁目 82-21

永興 下芦原 82-22 南太平寺二丁目 82-22

永興 下芦原 82-23 南太平寺二丁目 82-23

永興 下芦原 83-1 南太平寺二丁目 83-1

永興 下芦原 83-2 南太平寺二丁目 83-2

永興 下芦原 83-3 南太平寺二丁目 83-3

永興 下芦原 83-4 南太平寺二丁目 83-4

永興 下芦原 83-5 南太平寺二丁目 83-5

永興 下芦原 83-6 南太平寺二丁目 83-6

永興 下芦原 83-7 南太平寺二丁目 83-7

永興 下芦原 83-8 南太平寺二丁目 83-8

永興 下芦原 83-9 南太平寺二丁目 83-9
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 83-10 南太平寺二丁目 83-10

永興 下芦原 83-11 南太平寺二丁目 83-11

永興 下芦原 83-12 南太平寺二丁目 83-12

永興 下芦原 84-1 南太平寺二丁目 84-1

永興 下芦原 84-2 南太平寺二丁目 84-2

永興 下芦原 84-3 南太平寺二丁目 84-3

永興 下芦原 84-4 南太平寺二丁目 84-4

永興 下芦原 84-5 南太平寺二丁目 84-5

永興 下芦原 84-6 南太平寺二丁目 84-6

永興 下芦原 84-7 南太平寺二丁目 84-7

永興 下芦原 84-8 南太平寺二丁目 84-8

永興 下芦原 84-9 南太平寺二丁目 84-9

永興 下芦原 84-10 南太平寺二丁目 84-10

永興 下芦原 84-11 南太平寺二丁目 84-11

永興 下芦原 84-12 南太平寺二丁目 84-12

永興 下芦原 84-13 南太平寺二丁目 84-13

永興 下芦原 84-14 南太平寺二丁目 84-14

永興 下芦原 84-15 南太平寺二丁目 84-15

永興 下芦原 84-16 南太平寺二丁目 84-16

永興 下芦原 84-17 南太平寺二丁目 84-17

永興 下芦原 84-18 南太平寺二丁目 84-18

永興 下芦原 84-19 南太平寺二丁目 84-19

永興 下芦原 84-20 南太平寺二丁目 84-20

永興 下芦原 84-21 南太平寺二丁目 84-21

永興 下芦原 84-22 南太平寺二丁目 84-22

永興 下芦原 84-23 南太平寺二丁目 84-23

永興 下芦原 84-24 南太平寺二丁目 84-24

永興 下芦原 84-25 南太平寺二丁目 84-25

永興 下芦原 84-26 南太平寺二丁目 84-26

永興 下芦原 85-4 南太平寺二丁目 85-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 86-1 南太平寺二丁目 86-1

永興 下芦原 86-2 南太平寺二丁目 86-2

永興 下芦原 86-3 南太平寺二丁目 86-3

永興 下芦原 86-4 南太平寺二丁目 86-4

永興 下芦原 86-6 南太平寺二丁目 86-6

永興 下芦原 86-9 南太平寺二丁目 86-9

永興 下芦原 86-11 南太平寺二丁目 86-11

永興 下芦原 86-15 南太平寺二丁目 86-15

永興 下芦原 86-18 南太平寺二丁目 86-18

永興 下芦原 86-21 南太平寺二丁目 86-21

永興 下芦原 87-1 南太平寺二丁目 87-1

永興 下芦原 87-2 南太平寺二丁目 87-2

永興 下芦原 87-3 南太平寺二丁目 87-3

永興 下芦原 87-4 南太平寺二丁目 87-4

永興 下芦原 87-5 南太平寺二丁目 87-5

永興 下芦原 87-6 南太平寺二丁目 87-6

永興 下芦原 87-7 南太平寺二丁目 87-7

永興 下芦原 87-8 南太平寺二丁目 87-8

永興 下芦原 87-9 南太平寺二丁目 87-9

永興 下芦原 87-10 南太平寺二丁目 87-10

永興 下芦原 87-11 南太平寺二丁目 87-11

永興 下芦原 87-12 南太平寺二丁目 87-12

永興 下芦原 87-13 南太平寺二丁目 87-13

永興 下芦原 87-14 南太平寺二丁目 87-14

永興 下芦原 87-15 南太平寺二丁目 87-15

永興 下芦原 87-16 南太平寺二丁目 87-16

永興 下芦原 88-2 南太平寺二丁目 88-2

永興 下芦原 89-1 南太平寺二丁目 89-1

永興 下芦原 89-2 南太平寺二丁目 89-2

永興 下芦原 89-3 南太平寺二丁目 89-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 90-1 南太平寺二丁目 90-1

永興 下芦原 90-2 南太平寺二丁目 90-2

永興 下芦原 91-1 南太平寺二丁目 91-1

永興 下芦原 91-2 南太平寺二丁目 91-2

永興 下芦原 91-3 南太平寺二丁目 91-3

永興 下芦原 91-4 南太平寺二丁目 91-4

永興 下芦原 91-5 南太平寺二丁目 91-5

永興 下芦原 91-6 南太平寺二丁目 91-6

永興 下芦原 91-7 南太平寺二丁目 91-7

永興 下芦原 91-8 南太平寺二丁目 91-8

永興 下芦原 91-9 南太平寺二丁目 91-9

永興 下芦原 91-10 南太平寺二丁目 91-10

永興 下芦原 91-11 南太平寺二丁目 91-11

永興 下芦原 91-12 南太平寺二丁目 91-12

永興 下芦原 91-13 南太平寺二丁目 91-13

永興 下芦原 91-14 南太平寺二丁目 91-14

永興 下芦原 91-15 南太平寺二丁目 91-15

永興 下芦原 91-16 南太平寺二丁目 91-16

永興 下芦原 91-17 南太平寺二丁目 91-17

永興 下芦原 91-18 南太平寺二丁目 91-18

永興 下芦原 91-19 南太平寺二丁目 91-19

永興 下芦原 91-20 南太平寺二丁目 91-20

永興 下芦原 91-21 南太平寺二丁目 91-21

永興 下芦原 91-22 南太平寺二丁目 91-22

永興 下芦原 91-23 南太平寺二丁目 91-23

永興 下芦原 92-1 上田町一丁目 92-1

永興 下芦原 92-2 上田町一丁目 92-2

永興 下芦原 92-3 南太平寺二丁目 92-3

永興 下芦原 92-6 上田町一丁目 92-6

永興 下芦原 92-7 南太平寺二丁目 92-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 92-8 上田町一丁目 92-8

永興 下芦原 92-9 上田町一丁目 92-9

永興 下芦原 92-10 上田町一丁目 92-10

永興 下芦原 92-11 上田町一丁目 92-11

永興 下芦原 92-12 上田町一丁目 92-12

永興 下芦原 92-13 上田町一丁目 92-13

永興 下芦原 92-14 上田町一丁目 92-14

永興 下芦原 92-15 上田町一丁目 92-15

永興 下芦原 92-16 上田町一丁目 92-16

永興 下芦原 93-1 上田町一丁目 93-1

永興 下芦原 93-3 南太平寺二丁目 93-3

永興 下芦原 93-6 上田町一丁目 93-6

永興 下芦原 93-7 上田町一丁目 93-7

永興 下芦原 93-10 上田町一丁目 93-10

永興 下芦原 93-11 上田町一丁目 93-11

永興 下芦原 93-12 上田町一丁目 93-12

永興 下芦原 93-13 上田町一丁目 93-13

永興 下芦原 93-15 上田町一丁目 93-15

永興 下芦原 93-16 上田町一丁目 93-16

永興 下芦原 93-17 上田町一丁目 93-17

永興 下芦原 93-18 上田町一丁目 93-18

永興 下芦原 93-19 上田町一丁目 93-19

永興 下芦原 93-20 上田町一丁目 93-20

永興 下芦原 93-21 上田町一丁目 93-21

永興 下芦原 94-3 南太平寺二丁目 94-3

永興 下芦原 94-6 上田町一丁目 94-6

永興 下芦原 95-1 上田町一丁目 95-1

永興 下芦原 95-3 南太平寺二丁目 95-3

永興 下芦原 95-6 上田町一丁目 95-6

永興 下芦原 95-7 上田町一丁目 95-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下芦原 95-8 上田町一丁目 95-8

永興 下芦原 96-1 上田町一丁目 96-1

永興 下芦原 96-3 南太平寺二丁目 96-3

永興 下芦原 96-6 上田町一丁目 96-6

永興 下芦原 96-7 上田町一丁目 96-7

永興 下芦原 96-8 上田町一丁目 96-8

永興 下芦原 97-1 上田町一丁目 97-1

永興 下芦原 97-12 上田町一丁目 97-12

永興 下芦原 97-13 上田町一丁目 97-13

永興 下芦原 97-14 上田町一丁目 97-14

永興 下芦原 97-15 上田町一丁目 97-15

永興 下芦原 97-16 上田町一丁目 97-16

永興 下芦原 97-17 上田町一丁目 97-17

永興 下芦原 97-18 上田町一丁目 97-18

永興 下芦原 97-19 上田町一丁目 97-19

永興 下芦原 97-20 上田町一丁目 97-20

永興 下芦原 97-21 上田町一丁目 97-21

永興 下芦原 97-22 上田町一丁目 97-22

永興 下芦原 97-23 上田町一丁目 97-23

永興 下芦原 97-24 上田町一丁目 97-24

永興 上芦原 98-1 上田町一丁目 98-1

永興 上芦原 98-2 上田町一丁目 98-2

永興 上芦原 98-3 南太平寺二丁目 98-3

永興 上芦原 98-6 上田町一丁目 98-6

永興 上芦原 98-7 上田町一丁目 98-7

永興 上芦原 98-8 上田町一丁目 98-8

永興 上芦原 98-10 上田町一丁目 98-10

永興 上芦原 98-11 上田町一丁目 98-11

永興 上芦原 98-12 上田町一丁目 98-12

永興 上芦原 98-13 上田町一丁目 98-13
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 98-14 上田町一丁目 98-14

永興 上芦原 98-15 上田町一丁目 98-15

永興 上芦原 99-3 南太平寺二丁目 99-3

永興 上芦原 99-6 上田町一丁目 99-6

永興 上芦原 99-7 上田町一丁目 99-7

永興 上芦原 100-1 上田町一丁目 100-1

永興 上芦原 100-3 南太平寺二丁目 100-3

永興 上芦原 100-6 上田町一丁目 100-6

永興 上芦原 100-7 上田町一丁目 100-7

永興 上芦原 100-8 上田町一丁目 100-8

永興 上芦原 100-9 上田町一丁目 100-9

永興 上芦原 100-10 上田町一丁目 100-10

永興 上芦原 100-11 上田町一丁目 100-11

永興 上芦原 100-12 上田町一丁目 100-12

永興 上芦原 101-1 上田町一丁目 101-1

永興 上芦原 101-3 南太平寺二丁目 101-3

永興 上芦原 101-4 上田町一丁目 101-4

永興 上芦原 101-5 上田町一丁目 101-5

永興 上芦原 101-6 上田町一丁目 101-6

永興 上芦原 101-7 上田町一丁目 101-7

永興 上芦原 101-8 上田町一丁目 101-8

永興 上芦原 102-1 南太平寺二丁目 102-1

永興 上芦原 102-3 上田町一丁目 187

永興 上芦原 102-6 上田町一丁目 102-6

永興 上芦原 102-7 上田町一丁目 102-7

永興 上芦原 102-9 上田町一丁目 102-9

永興 上芦原 102-10 上田町一丁目 102-10

永興 上芦原 102-11 上田町一丁目 102-11

永興 上芦原 102-12 上田町一丁目 102-12

永興 上芦原 102-13 上田町一丁目 102-13
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 102-14 上田町一丁目 102-14

永興 上芦原 103-1 上田町一丁目 103-1

永興 上芦原 103-2 上田町一丁目 188

永興 上芦原 103-3 上田町一丁目 189

永興 上芦原 103-4 上田町一丁目 190

永興 上芦原 104-1 上田町一丁目 104-1

永興 上芦原 104-3 南太平寺二丁目 104-3

永興 上芦原 104-6 南太平寺二丁目 104-6

永興 上芦原 104-7 上田町一丁目 104-7

永興 上芦原 104-8 上田町一丁目 104-8

永興 上芦原 104-9 南太平寺二丁目 104-9

永興 上芦原 104-10 上田町一丁目 104-10

永興 上芦原 104-11 上田町一丁目 104-11

永興 上芦原 104-13 上田町一丁目 104-13

永興 上芦原 105-1 南太平寺二丁目 105-1

永興 上芦原 105-2 南太平寺二丁目 105-2

永興 上芦原 105-3 南太平寺二丁目 105-3

永興 上芦原 105-4 南太平寺二丁目 105-4

永興 上芦原 105-5 南太平寺二丁目 105-5

永興 上芦原 105-6 南太平寺二丁目 105-6

永興 上芦原 105-7 南太平寺二丁目 105-7

永興 上芦原 105-8 南太平寺二丁目 105-8

永興 上芦原 105-9 南太平寺二丁目 105-9

永興 上芦原 105-10 南太平寺二丁目 105-10

永興 上芦原 105-11 南太平寺二丁目 105-11

永興 上芦原 105-12 南太平寺二丁目 105-12

永興 上芦原 105-13 南太平寺二丁目 105-13

永興 上芦原 105-14 南太平寺二丁目 105-14

永興 上芦原 105-15 南太平寺二丁目 105-15

永興 上芦原 105-16 南太平寺二丁目 105-16
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 105-17 南太平寺二丁目 105-17

永興 上芦原 106-1 南太平寺二丁目 106-1

永興 上芦原 106-2 南太平寺二丁目 106-2

永興 上芦原 106-3 南太平寺二丁目 106-3

永興 上芦原 106-4 南太平寺二丁目 106-4

永興 上芦原 106-5 南太平寺二丁目 106-5

永興 上芦原 106-6 南太平寺二丁目 106-6

永興 上芦原 106-7 南太平寺二丁目 106-7

永興 上芦原 106-8 南太平寺二丁目 106-8

永興 上芦原 106-9 南太平寺二丁目 106-9

永興 上芦原 106-10 南太平寺二丁目 106-10

永興 上芦原 106-11 南太平寺二丁目 106-11

永興 上芦原 106-12 南太平寺二丁目 106-12

永興 上芦原 106-13 南太平寺二丁目 106-13

永興 上芦原 106-14 南太平寺二丁目 106-14

永興 上芦原 106-15 南太平寺二丁目 106-15

永興 上芦原 107-1 南太平寺二丁目 107-1

永興 上芦原 107-2 南太平寺二丁目 107-2

永興 上芦原 107-3 南太平寺二丁目 107-3

永興 上芦原 107-4 南太平寺二丁目 107-4

永興 上芦原 107-5 南太平寺二丁目 107-5

永興 上芦原 107-6 南太平寺二丁目 107-6

永興 上芦原 107-7 南太平寺二丁目 107-7

永興 上芦原 107-8 南太平寺二丁目 107-8

永興 上芦原 107-9 南太平寺二丁目 107-9

永興 上芦原 107-10 南太平寺二丁目 107-10

永興 上芦原 107-11 南太平寺二丁目 107-11

永興 上芦原 107-12 南太平寺二丁目 107-12

永興 上芦原 107-13 南太平寺二丁目 107-13

永興 上芦原 108-1 南太平寺二丁目 108-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 108-2 南太平寺二丁目 108-2

永興 上芦原 108-3 南太平寺二丁目 108-3

永興 上芦原 108-4 南太平寺二丁目 108-4

永興 上芦原 108-5 南太平寺二丁目 108-5

永興 上芦原 108-6 南太平寺二丁目 108-6

永興 上芦原 108-7 南太平寺二丁目 108-7

永興 上芦原 108-8 南太平寺二丁目 108-8

永興 上芦原 108-9 南太平寺二丁目 108-9

永興 上芦原 108-10 南太平寺二丁目 108-10

永興 上芦原 108-11 南太平寺二丁目 108-11

永興 上芦原 108-12 南太平寺二丁目 108-12

永興 上芦原 108-13 南太平寺二丁目 108-13

永興 上芦原 108-14 南太平寺二丁目 108-14

永興 上芦原 108-15 南太平寺二丁目 108-15

永興 上芦原 108-16 南太平寺二丁目 108-16

永興 上芦原 109-1 南太平寺二丁目 109-1

永興 上芦原 109-2 南太平寺二丁目 109-2

永興 上芦原 109-3 南太平寺二丁目 109-3

永興 上芦原 109-4 南太平寺二丁目 109-4

永興 上芦原 109-5 南太平寺二丁目 109-5

永興 上芦原 109-6 南太平寺二丁目 109-6

永興 上芦原 109-7 南太平寺二丁目 109-7

永興 上芦原 109-8 南太平寺二丁目 109-8

永興 上芦原 109-9 南太平寺二丁目 109-9

永興 上芦原 109-10 南太平寺二丁目 109-10

永興 上芦原 109-11 南太平寺二丁目 109-11

永興 上芦原 109-12 南太平寺二丁目 109-12

永興 上芦原 109-13 南太平寺二丁目 109-13

永興 上芦原 109-14 南太平寺二丁目 109-14

永興 上芦原 109-15 南太平寺二丁目 109-15
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 110-1 南太平寺二丁目 110-1

永興 上芦原 110-2 南太平寺二丁目 110-2

永興 上芦原 110-3 南太平寺二丁目 110-3

永興 上芦原 110-4 南太平寺二丁目 110-4

永興 上芦原 110-5 南太平寺二丁目 110-5

永興 上芦原 110-6 南太平寺二丁目 110-6

永興 上芦原 110-7 南太平寺二丁目 110-7

永興 上芦原 110-8 南太平寺二丁目 110-8

永興 上芦原 111-1 南太平寺二丁目 111-1

永興 上芦原 111-2 南太平寺二丁目 111-2

永興 上芦原 111-3 南太平寺二丁目 111-3

永興 上芦原 111-4 南太平寺二丁目 111-4

永興 上芦原 112-2 南太平寺二丁目 112-2

永興 上芦原 112-3 南太平寺二丁目 112-3

永興 上芦原 112-4 南太平寺二丁目 112-4

永興 上芦原 112-5 南太平寺二丁目 112-5

永興 上芦原 113-2 南太平寺二丁目 113-2

永興 上芦原 113-3 南太平寺二丁目 113-3

永興 上芦原 114-1 南太平寺二丁目 114-1

永興 上芦原 114-2 南太平寺二丁目 114-2

永興 上芦原 114-3 南太平寺二丁目 114-3

永興 上芦原 114-4 南太平寺二丁目 114-4

永興 上芦原 114-5 南太平寺二丁目 114-5

永興 上芦原 114-6 南太平寺二丁目 114-6

永興 上芦原 114-7 南太平寺二丁目 114-7

永興 上芦原 114-8 南太平寺二丁目 114-8

永興 上芦原 114-9 南太平寺二丁目 114-9

永興 上芦原 114-10 南太平寺二丁目 114-10

永興 上芦原 114-11 南太平寺二丁目 114-11

永興 上芦原 114-12 南太平寺二丁目 114-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上芦原 114-13 南太平寺二丁目 114-13

永興 上芦原 114-14 南太平寺二丁目 114-14

永興 上芦原 114-15 南太平寺二丁目 114-15

永興 上芦原 114-16 南太平寺二丁目 114-16

永興 上芦原 115-1 南太平寺二丁目 115-1

永興 上芦原 115-2 南太平寺二丁目 115-2

永興 上芦原 115-3 南太平寺二丁目 115-3

永興 上芦原 116-1 南太平寺二丁目 116-1

永興 上芦原 116-2 南太平寺二丁目 116-2

永興 上芦原 116-4 南太平寺二丁目 116-4

永興 上芦原 116-5 南太平寺二丁目 116-5

永興 上芦原 116-6 南太平寺二丁目 116-6

永興 上芦原 116-7 南太平寺二丁目 116-7

永興 上芦原 116-8 南太平寺二丁目 116-8

永興 上芦原 116-9 南太平寺二丁目 116-9

永興 上芦原 116-10 南太平寺二丁目 116-10

永興 土毛 126-8 上田町一丁目 126-8

永興 土毛 136-1 上田町一丁目 136-1

永興 土毛 136-3 南太平寺二丁目 136-3

永興 土毛 136-8 上田町一丁目 136-8

永興 土毛 136-9 上田町一丁目 136-9

永興 土毛 136-10 上田町一丁目 136-10

永興 土毛 136-11 南太平寺二丁目 136-11

永興 土毛 136-12 上田町一丁目 136-12

永興 土毛 136-13 上田町一丁目 136-13

永興 土毛 136-14 上田町一丁目 136-14

永興 土毛 138-2 南太平寺二丁目 138-2

永興 土毛 138-6 南太平寺二丁目 138-6

永興 土毛 138-7 南太平寺二丁目 138-7

永興 土毛 138-8 南太平寺二丁目 138-8

- 26 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 土毛 138-9 南太平寺二丁目 138-9

永興 土毛 138-10 南太平寺二丁目 138-10

永興 土毛 138-11 南太平寺二丁目 138-11

永興 土毛 138-12 南太平寺二丁目 138-12

永興 土毛 139-1 南太平寺二丁目 139-1

永興 土毛 139-3 上田町一丁目 139-3

永興 土毛 139-6 南太平寺二丁目 139-6

永興 土毛 139-7 上田町一丁目 139-7

永興 土毛 139-8 上田町一丁目 139-8

永興 土毛 139-9 上田町一丁目 139-9

永興 土毛 139-10 上田町一丁目 139-10

永興 土毛 139-11 南太平寺二丁目 139-11

永興 土毛 139-12 南太平寺二丁目 139-12

永興 土毛 139-13 南太平寺二丁目 139-13

永興 土毛 140-1 上田町一丁目 140-1

永興 土毛 140-3 上田町一丁目 140-3

永興 土毛 140-4 上田町一丁目 140-4

永興 土毛 140-5 上田町一丁目 140-5

永興 堀切 1555-4 南太平寺一丁目 1555-4

永興 堀切 1555-11 南太平寺一丁目 1555-11

永興 堀切 1583-2 南太平寺一丁目 1583-2

永興 堀切 1583-3 南太平寺一丁目 1583-3

永興 堀切 1583-4 南太平寺一丁目 1583-4

永興 堀切 1583-5 南太平寺一丁目 1583-5

永興 堀切 1589-1 南太平寺一丁目 1589-1

永興 堀切 1589-2 南太平寺一丁目 1589-2

永興 堀切 1589-3 南太平寺一丁目 1589-3

永興 堀切 1590 南太平寺一丁目 1590

永興 堀切 1591-2 南太平寺一丁目 1591-2

永興 堀切 1592-1 南太平寺一丁目 1592-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 堀切 1592-3 南太平寺一丁目 1592-3

永興 堀切 1592-5 南太平寺一丁目 1592-5

永興 堀切 1592-6 南太平寺一丁目 1592-6

永興 堀切 1592-7 南太平寺一丁目 1592-7

永興 堀切 1592-8 南太平寺一丁目 1592-8

永興 堀切 1593-1 南太平寺一丁目 1593-1

永興 堀切 1593-3 南太平寺一丁目 1593-3

永興 堀切 1593-4 南太平寺一丁目 1593-4

永興 堀切 1593-5 南太平寺一丁目 1593-5

永興 堀切 1593-6 南太平寺一丁目 1593-6

永興 堀切 1593-7 南太平寺一丁目 1593-7

永興 堀切 1594-1 南太平寺一丁目 1594-1

永興 堀切 1594-2 南太平寺一丁目 1594-2

永興 堀切 1595-1 南太平寺一丁目 1595-1

永興 堀切 1595-2 南太平寺一丁目 1595-2

永興 堀切 1596-1 南太平寺一丁目 1596-1

永興 堀切 1596-2 南太平寺一丁目 1596-2

永興 堀切 1596-3 南太平寺一丁目 1596-3

永興 堀切 1596-4 南太平寺一丁目 1596-4

永興 堀切 1597-1 南太平寺一丁目 1597-1

永興 堀切 1597-2 南太平寺一丁目 1597-2

永興 堀切 1597-5 南太平寺一丁目 1597-5

永興 堀切 1607-1 南太平寺一丁目 1607-1

永興 堀切 1607-2 南太平寺一丁目 1607-2

永興 堀切 1607-3 南太平寺一丁目 1607-3

永興 堀切 1608-1 南太平寺一丁目 1608-1

永興 堀切 1608-2 南太平寺一丁目 1608-2

永興 堀切 1608-3 南太平寺一丁目 1608-3

永興 堀切 1609-1 南太平寺一丁目 1609-1

永興 堀切 1609-2 南太平寺一丁目 1609-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 堀切 1610 南太平寺一丁目 1610

永興 堀切 1611-1 南太平寺一丁目 1611-1

永興 堀切 1611-2 南太平寺一丁目 1611-2

永興 堀切 1611-3 南太平寺一丁目 1611-3

永興 堀切 1612-1 南太平寺一丁目 1612-1

永興 堀切 1612-2 南太平寺一丁目 1612-2

永興 堀切 1612-3 南太平寺一丁目 1612-3

永興 堀切 1613-1 南太平寺一丁目 1613-1

永興 堀切 1613-2 南太平寺一丁目 1613-2

永興 堀切 1614-1 南太平寺一丁目 1614-1

永興 堀切 1614-2 南太平寺一丁目 1614-2

永興 堀切 1614-3 南太平寺一丁目 1614-3

永興 堀切 1615 南太平寺一丁目 1615

永興 蛇堀上 1616-1 南太平寺一丁目 1616-1

永興 蛇堀上 1616-2 南太平寺一丁目 1616-2

永興 蛇堀上 1616-3 南太平寺一丁目 1616-3

永興 蛇堀上 1616-4 南太平寺一丁目 1616-4

永興 蛇堀上 1617 南太平寺一丁目 1617

永興 蛇堀上 1618 南太平寺一丁目 1618

永興 蛇堀上 1619 南太平寺一丁目 1619

永興 蛇堀上 1620 南太平寺一丁目 1620

永興 蛇堀上 1621 南太平寺一丁目 1621

永興 蛇堀上 1622 南太平寺一丁目 1622

永興 蛇堀上 1623-1 南太平寺一丁目 1623-1

永興 蛇堀上 1623-2 南太平寺一丁目 1623-2

永興 蛇堀上 1624-1 南太平寺一丁目 1624-1

永興 蛇堀上 1624-2 南太平寺一丁目 1624-2

永興 蛇堀上 1624-3 南太平寺一丁目 1624-3

永興 蛇堀上 1625-1 南太平寺一丁目 1625-1

永興 蛇堀上 1625-2 南太平寺一丁目 1625-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 蛇堀上 1626 南太平寺一丁目 1626

永興 蛇堀上 1627 南太平寺一丁目 1627

永興 蛇堀上 1628 南太平寺一丁目 1628

永興 蛇堀上 1629 南太平寺一丁目 1629

永興 蛇堀上 1630 南太平寺一丁目 1630

永興 蛇堀上 1631 南太平寺一丁目 1631

永興 蛇堀上 1632-1 南太平寺一丁目 1632-1

永興 蛇堀上 1632-2 南太平寺一丁目 1632-2

永興 蛇堀上 1633 南太平寺一丁目 1633

永興 蛇堀上 1634-1 南太平寺一丁目 1634-1

永興 蛇堀上 1634-2 南太平寺一丁目 1634-2

永興 蛇堀上 1634-3 南太平寺一丁目 1634-3

永興 蛇堀上 1635 南太平寺一丁目 1635

永興 蛇堀上 1636-1 南太平寺一丁目 1636-1

永興 蛇堀上 1636-2 南太平寺一丁目 1636-2

永興 蛇堀上 1637 南太平寺一丁目 1637

永興 蛇堀上 1638 南太平寺一丁目 1638

永興 蛇堀上 1639-1 南太平寺一丁目 1639-1

永興 蛇堀上 1639-2 南太平寺一丁目 1639-2

永興 蛇堀上 1639-3 南太平寺一丁目 1639-3

永興 蛇堀上 1639-4 南太平寺一丁目 1639-4

永興 蛇堀上 1639-5 南太平寺一丁目 1639-5

永興 蛇堀上 1639-6 南太平寺一丁目 1639-6

永興 蛇堀上 1639-7 南太平寺一丁目 1639-7

永興 蛇堀上 1639-8 南太平寺一丁目 1639-8

永興 蛇堀上 1640-1 南太平寺一丁目 1640-1

永興 蛇堀上 1640-2 南太平寺一丁目 1640-2

永興 蛇堀上 1640-4 南太平寺一丁目 1640-4

永興 蛇堀上 1640-5 南太平寺一丁目 1640-5

永興 上太平寺 1651 南太平寺一丁目 1651
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上太平寺 1653 南太平寺一丁目 1653

永興 上太平寺 1654-1 南太平寺一丁目 1654-1

永興 上太平寺 1654-2 南太平寺一丁目 1654-2

永興 上太平寺 1654-3 南太平寺一丁目 1654-3

永興 上太平寺 1654-4 南太平寺一丁目 1654-4

永興 上太平寺 1654-5 南太平寺一丁目 1654-5

永興 上太平寺 1655-1 南太平寺一丁目 1655-1

永興 上太平寺 1655-2 南太平寺一丁目 1655-2

永興 上太平寺 1655-3 南太平寺一丁目 1655-3

永興 上太平寺 1656-1 南太平寺一丁目 1656-1

永興 上太平寺 1656-2 南太平寺一丁目 1656-2

永興 上太平寺 1657-1 南太平寺一丁目 1657-1

永興 上太平寺 1657-2 南太平寺一丁目 1657-2

永興 上太平寺 1657-3 南太平寺一丁目 1657-3

永興 上太平寺 1658-1 南太平寺一丁目 1658-1

永興 上太平寺 1658-2 南太平寺一丁目 1658-2

永興 上太平寺 1658-3 南太平寺一丁目 1658-3

永興 上太平寺 1659 南太平寺一丁目 1659

永興 上太平寺 1660 南太平寺一丁目 1660

永興 上太平寺 1661 南太平寺一丁目 1661

永興 上太平寺 1662-1 南太平寺一丁目 1662-1

永興 上太平寺 1662-2 南太平寺一丁目 1662-2

永興 上太平寺 1663-1 南太平寺一丁目 1663-1

永興 上太平寺 1663-2 南太平寺一丁目 1663-2

永興 上太平寺 1664-1 南太平寺一丁目 1664-1

永興 上太平寺 1664-2 南太平寺一丁目 1664-2

永興 上太平寺 1665-1 南太平寺一丁目 1665-1

永興 上太平寺 1665-2 南太平寺一丁目 1665-2

永興 上太平寺 1665-3 南太平寺一丁目 1665-3

永興 上太平寺 1666 南太平寺一丁目 1666
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上太平寺 1667-1 南太平寺一丁目 1667-1

永興 上太平寺 1667-2 南太平寺一丁目 1667-2

永興 上太平寺 1667-3 南太平寺一丁目 1667-3

永興 上太平寺 1668-1 南太平寺一丁目 1668-1

永興 上太平寺 1668-2 南太平寺一丁目 1668-2

永興 上太平寺 1668-3 南太平寺一丁目 1668-3

永興 上太平寺 1668-4 南太平寺一丁目 1668-4

永興 上太平寺 1669 南太平寺一丁目 1669

永興 上太平寺 1670-1 南太平寺一丁目 1670-1

永興 上太平寺 1670-2 南太平寺一丁目 1670-2

永興 上太平寺 1670-3 南太平寺一丁目 1670-3

永興 上太平寺 1670-4 南太平寺一丁目 1670-4

永興 上太平寺 1670-5 南太平寺一丁目 1670-5

永興 上太平寺 1671-1 南太平寺一丁目 1671-1

永興 上太平寺 1671-2 南太平寺一丁目 1671-2

永興 上太平寺 1671-3 南太平寺一丁目 1671-3

永興 上太平寺 1672 南太平寺一丁目 1672

永興 上太平寺 1673 南太平寺一丁目 1673

永興 上太平寺 1675 南太平寺一丁目 1675

永興 上太平寺 1702 南太平寺一丁目 1702

永興 上太平寺 1704-1 南太平寺一丁目 1704-1

永興 上太平寺 1704-2 南太平寺一丁目 1704-2

永興 上太平寺 1707 南太平寺一丁目 1707

永興 上太平寺 1708 南太平寺一丁目 1708

永興 上太平寺 1709 南太平寺一丁目 1709

永興 上太平寺 1710 南太平寺一丁目 1710

永興 上太平寺 1711 南太平寺一丁目 1711

永興 上太平寺 1712 南太平寺一丁目 1712

永興 上太平寺 1713 南太平寺一丁目 1713

永興 上太平寺 1714 南太平寺一丁目 1714
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上太平寺 1715 南太平寺一丁目 1715

永興 上太平寺 1716 南太平寺一丁目 1716

永興 上太平寺 1717 南太平寺一丁目 1717

永興 上太平寺 1718 南太平寺一丁目 1718

永興 上太平寺 1719 南太平寺一丁目 1719

永興 上太平寺 1720 南太平寺一丁目 1720

永興 上太平寺 1721 南太平寺一丁目 1721

永興 上太平寺 1722-1 南太平寺一丁目 1722-1

永興 上太平寺 1722-2 南太平寺一丁目 1722-2

永興 上太平寺 1723-1 南太平寺一丁目 1723-1

永興 上太平寺 1723-2 南太平寺一丁目 1723-2

永興 上太平寺 1724 南太平寺一丁目 1724

永興 上太平寺 1725 南太平寺一丁目 1725

永興 上太平寺 1726 南太平寺一丁目 1726

永興 上太平寺 1727 南太平寺一丁目 1727

永興 上太平寺 1727-1 南太平寺一丁目 1727-1

永興 上太平寺 1728 南太平寺一丁目 1728

永興 上太平寺 1728-1 南太平寺一丁目 1728-1

永興 上太平寺 1729 南太平寺一丁目 1729

永興 上太平寺 1730-1 南太平寺一丁目 1730-1

永興 上太平寺 1730-2 南太平寺一丁目 1730-2

永興 上太平寺 1730-3 南太平寺一丁目 1730-3

永興 上太平寺 1731 南太平寺一丁目 1731

永興 上太平寺 1732 南太平寺一丁目 1732

永興 上太平寺 1733-1 南太平寺一丁目 1733-1

永興 上太平寺 1733-2 南太平寺一丁目 1733-2

永興 上太平寺 1733-3 南太平寺一丁目 1733-3

永興 上太平寺 1734-1 南太平寺一丁目 1734-1

永興 上太平寺 1734-2 南太平寺一丁目 1734-2

永興 上太平寺 1734-3 南太平寺一丁目 1734-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上太平寺 1734-4 南太平寺一丁目 1734-4

永興 上太平寺 1734-5 南太平寺一丁目 1734-5

永興 上太平寺 1735 南太平寺一丁目 1735

永興 上太平寺 1736 南太平寺一丁目 1736

永興 上太平寺 1737-1 南太平寺一丁目 1737-1

永興 上太平寺 1737-2 南太平寺一丁目 1737-2

永興 上太平寺 1738 南太平寺一丁目 1738

永興 上太平寺 1739 南太平寺一丁目 1739

永興 上太平寺 1740-1 南太平寺一丁目 1740-1

永興 上太平寺 1740-2 南太平寺一丁目 1740-2

永興 上太平寺 1741-1 南太平寺一丁目 1741-1

永興 上太平寺 1741-2 南太平寺一丁目 1741-2

永興 上太平寺 1742 南太平寺一丁目 1742

永興 上太平寺 1742-2 南太平寺一丁目 1742-2

永興 上太平寺 1743-1 南太平寺一丁目 1743-1

永興 上太平寺 1743-2 南太平寺一丁目 1743-2

永興 上太平寺 1743-3 南太平寺一丁目 1743-3

永興 上太平寺 1744 南太平寺一丁目 1744

永興 上太平寺 1745 南太平寺一丁目 1745

永興 上太平寺 1746 南太平寺一丁目 1746

永興 上太平寺 1747 南太平寺一丁目 1747

永興 上太平寺 1748 南太平寺一丁目 1748

永興 上太平寺 1749 南太平寺一丁目 1749

永興 上太平寺 1750 南太平寺一丁目 1750

永興 上太平寺 1751 南太平寺一丁目 1751

永興 上太平寺 1752 南太平寺一丁目 1752

永興 上太平寺 1753 南太平寺一丁目 1753

永興 上太平寺 1754 南太平寺一丁目 1754

永興 上太平寺 1755 南太平寺一丁目 1755

永興 上太平寺 1756 南太平寺一丁目 1756
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 上太平寺 1757 南太平寺一丁目 1757

永興 上太平寺 1758 南太平寺一丁目 1758

永興 上太平寺 1759 南太平寺一丁目 1759

永興 上太平寺 1760 南太平寺一丁目 1760

永興 上太平寺 1761 南太平寺一丁目 1761

永興 上太平寺 1766 南太平寺一丁目 1766

永興 上太平寺 1767 南太平寺一丁目 1767

永興 上太平寺 1768 南太平寺一丁目 1768

永興 上太平寺 1769 南太平寺一丁目 1769

永興 上太平寺 1770 南太平寺一丁目 1770

永興 上太平寺 1771 南太平寺一丁目 1771

永興 上太平寺 1772 南太平寺一丁目 1772

永興 上太平寺 1773 南太平寺一丁目 1773

永興 上太平寺 1774 南太平寺一丁目 1774

永興 上太平寺 1775 南太平寺一丁目 1775

永興 上太平寺 1776 南太平寺一丁目 1776

永興 下太平寺 1806 南太平寺一丁目 1806

永興 下太平寺 1832 南太平寺一丁目 1832

永興 下太平寺 1834-2 南太平寺一丁目 1834-2

永興 下太平寺 1834-3 南太平寺一丁目 1834-3

永興 下太平寺 1834-6 南太平寺一丁目 1834-6

永興 下太平寺 1835-1 南太平寺一丁目 1835-1

永興 下太平寺 1835-2 南太平寺一丁目 1835-2

永興 下太平寺 1836-1 南太平寺一丁目 1836-1

永興 下太平寺 1836-2 南太平寺一丁目 1836-2

永興 下太平寺 1836-3 南太平寺一丁目 1836-3

永興 下太平寺 1837-1 南太平寺一丁目 1837-1

永興 下太平寺 1837-2 南太平寺一丁目 1837-2

永興 下太平寺 1837-3 南太平寺一丁目 1837-3

永興 下太平寺 1838 南太平寺一丁目 1838
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下太平寺 1839 南太平寺一丁目 1839

永興 下太平寺 1840 南太平寺一丁目 1840

永興 下太平寺 1841-1 南太平寺一丁目 1841-1

永興 下太平寺 1841-2 南太平寺一丁目 1841-2

永興 下太平寺 1842-1 南太平寺一丁目 1842-1

永興 下太平寺 1842-2 南太平寺一丁目 1842-2

永興 下太平寺 1843 南太平寺一丁目 1843

永興 下太平寺 1844 南太平寺一丁目 1844

永興 下太平寺 1845 南太平寺一丁目 1845

永興 下太平寺 1846-1 南太平寺一丁目 1846-1

永興 下太平寺 1846-2 南太平寺一丁目 1846-2

永興 下太平寺 1846-3 南太平寺一丁目 1846-3

永興 下太平寺 1847-1 南太平寺一丁目 1847-1

永興 下太平寺 1847-2 南太平寺一丁目 1847-2

永興 下太平寺 1847-3 南太平寺一丁目 1847-3

永興 下太平寺 1848-1 南太平寺一丁目 1848-1

永興 下太平寺 1848-2 南太平寺一丁目 1848-2

永興 下太平寺 1848-5 南太平寺一丁目 1848-5

永興 下太平寺 1849 南太平寺一丁目 1849

永興 下太平寺 1849-2 南太平寺一丁目 1849-2

永興 下太平寺 1850-1 南太平寺一丁目 1850-1

永興 下太平寺 1850-2 南太平寺一丁目 1850-2

永興 下太平寺 1851-1 南太平寺一丁目 1851-1

永興 下太平寺 1851-2 南太平寺一丁目 1851-2

永興 下太平寺 1851-3 南太平寺一丁目 1851-3

永興 下太平寺 1851-4 南太平寺一丁目 1851-4

永興 下太平寺 1851-6 南太平寺一丁目 1851-6

永興 下太平寺 1851-7 南太平寺一丁目 1851-7

永興 下太平寺 1852 南太平寺一丁目 1852

永興 下太平寺 1855-1 南太平寺一丁目 1855-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下太平寺 1855-2 南太平寺一丁目 1855-2

永興 下太平寺 1856-1 南太平寺一丁目 1856-1

永興 下太平寺 1856-2 南太平寺一丁目 1856-2

永興 下太平寺 1857-1 南太平寺一丁目 1857-1

永興 下太平寺 1857-2 南太平寺一丁目 1857-2

永興 下太平寺 1858-1 南太平寺一丁目 1858-1

永興 下太平寺 1858-2 南太平寺一丁目 1858-2

永興 下太平寺 1858-3 南太平寺一丁目 1858-3

永興 下太平寺 1859 南太平寺一丁目 1859

永興 下太平寺 1860 南太平寺一丁目 1860

永興 下太平寺 1861 南太平寺一丁目 1861

永興 下太平寺 1862 南太平寺一丁目 1862

永興 下太平寺 1863 南太平寺一丁目 1863

永興 下太平寺 1864 南太平寺一丁目 1864

永興 下太平寺 1865-1 南太平寺一丁目 1865-1

永興 下太平寺 1865-2 南太平寺一丁目 1865-2

永興 下太平寺 1866 南太平寺一丁目 1866

永興 下太平寺 1867 南太平寺一丁目 1867

永興 下太平寺 1868 南太平寺一丁目 1868

永興 下太平寺 1869 南太平寺一丁目 1869

永興 下太平寺 1870 南太平寺一丁目 1870

永興 下太平寺 1871 南太平寺一丁目 1871

永興 下太平寺 1872 南太平寺一丁目 1872

永興 下太平寺 1873 南太平寺一丁目 1873

永興 下太平寺 1874 南太平寺一丁目 1874

永興 下太平寺 1874-1 南太平寺一丁目 1874-1

永興 下太平寺 1875 南太平寺一丁目 1875

永興 下太平寺 1876 南太平寺一丁目 1876

永興 下太平寺 1877 南太平寺一丁目 1877

永興 下太平寺 1878-1 南太平寺一丁目 1878-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下太平寺 1878-2 南太平寺一丁目 1878-2

永興 下太平寺 1878-3 南太平寺一丁目 1878-3

永興 下太平寺 1878-4 南太平寺一丁目 1878-4

永興 下太平寺 1878-5 南太平寺一丁目 1878-5

永興 下太平寺 1878-6 南太平寺一丁目 1878-6

永興 下太平寺 1878-7 南太平寺一丁目 1878-7

永興 下太平寺 1878-8 南太平寺一丁目 1878-8

永興 下太平寺 1879 南太平寺一丁目 1879

永興 下太平寺 1880-1 南太平寺一丁目 1880-1

永興 下太平寺 1880-2 南太平寺一丁目 1880-2

永興 下太平寺 1881 南太平寺一丁目 1881

永興 下太平寺 1882-1 南太平寺一丁目 1882-1

永興 下太平寺 1882-2 南太平寺一丁目 1882-2

永興 下太平寺 1882-3 南太平寺一丁目 1882-3

永興 下太平寺 1883-1 南太平寺一丁目 1883-1

永興 下太平寺 1884 南太平寺一丁目 1884

永興 下太平寺 1885-1 南太平寺一丁目 1885-1

永興 下太平寺 1885-2 南太平寺一丁目 1885-2

永興 下太平寺 1886 南太平寺一丁目 1886

永興 下太平寺 1887 南太平寺一丁目 1887

永興 下太平寺 1888-1 南太平寺一丁目 1888-1

永興 下太平寺 1888-2 南太平寺一丁目 1888-2

永興 下太平寺 1888-3 南太平寺一丁目 1888-3

永興 下太平寺 1889-1 南太平寺一丁目 1889-1

永興 下太平寺 1889-2 南太平寺一丁目 1889-2

永興 下太平寺 1889-3 南太平寺一丁目 1889-3

永興 下太平寺 1890 南太平寺一丁目 1890

永興 下太平寺 1891 南太平寺一丁目 1891

永興 下太平寺 1892-1 南太平寺一丁目 1892-1

永興 下太平寺 1892-2 南太平寺一丁目 1892-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下太平寺 1893-1 南太平寺一丁目 1893-1

永興 下太平寺 1893-2 南太平寺一丁目 1893-2

永興 下太平寺 1893-5 南太平寺一丁目 1893-5

永興 下太平寺 1894-2 南太平寺一丁目 1894-2

永興 下太平寺 1894-3 南太平寺一丁目 1894-3

永興 下太平寺 1903-1 南太平寺一丁目 1903-1

永興 下太平寺 1903-2 南太平寺一丁目 1903-2

永興 下太平寺 1903-3 南太平寺一丁目 1903-3

永興 下太平寺 1903-4 南太平寺一丁目 1903-4

永興 下太平寺 1903-5 南太平寺一丁目 1903-5

永興 下太平寺 1903-6 南太平寺一丁目 1903-6

永興 下太平寺 1903-7 南太平寺一丁目 1903-7

永興 下太平寺 1903-8 南太平寺一丁目 1903-8

永興 下太平寺 1903-9 南太平寺一丁目 1903-9

永興 下太平寺 1904-1 南太平寺一丁目 1904-1

永興 下太平寺 1904-2 南太平寺一丁目 1904-2

永興 下太平寺 1904-3 南太平寺一丁目 1904-3

永興 下太平寺 1920-4 南太平寺一丁目 1920-4

永興 下太平寺 1926-1 南太平寺一丁目 1926-1

永興 下太平寺 1926-2 南太平寺一丁目 1926-2

永興 下太平寺 1926-3 南太平寺一丁目 1926-3

永興 下太平寺 1926-4 南太平寺一丁目 1926-4

永興 下太平寺 1927 南太平寺一丁目 1927

永興 下太平寺 1928-1 南太平寺一丁目 1928-1

永興 下太平寺 1928-2 南太平寺一丁目 1928-2

永興 下太平寺 1929-1 南太平寺一丁目 1929-1

永興 下太平寺 1929-2 南太平寺一丁目 1929-2

永興 下太平寺 1929-3 南太平寺一丁目 1929-3

永興 下太平寺 1929-4 南太平寺一丁目 1929-4

永興 下太平寺 1929-5 南太平寺一丁目 1929-5
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 下太平寺 1930-1 南太平寺一丁目 1930-1

永興 下太平寺 1930-3 南太平寺一丁目 1930-3

永興 下太平寺 1930-4 南太平寺一丁目 1930-4

永興 下太平寺 1931-1 南太平寺一丁目 1931-1

永興 下太平寺 1931-2 南太平寺一丁目 1931-2

永興 下太平寺 1932-2 南太平寺一丁目 1932-2

永興 下太平寺 1935-1 南太平寺一丁目 1935-1

永興 下太平寺 1935-3 南太平寺一丁目 1935-3

永興 堀ノ角 1936 南太平寺一丁目 1936

永興 堀ノ角 1937-1 南太平寺一丁目 1937-1

永興 堀ノ角 1937-2 南太平寺一丁目 1937-2

永興 堀ノ角 1938-1 南太平寺一丁目 1938-1

永興 堀ノ角 1938-3 南太平寺一丁目 1938-3

永興 堀ノ角 1938-4 南太平寺一丁目 1938-4

永興 堀ノ角 1939-1 南太平寺一丁目 1939-1

永興 堀ノ角 1939-2 南太平寺一丁目 1939-2

永興 堀ノ角 1939-3 南太平寺一丁目 1939-3

永興 堀ノ角 1940-1 南太平寺一丁目 1940-1

永興 堀ノ角 1941 南太平寺一丁目 1941

永興 堀ノ角 1942 南太平寺一丁目 1942

永興 堀ノ角 1943 南太平寺一丁目 1943

永興 堀ノ角 1944-1 南太平寺一丁目 1944-1

永興 堀ノ角 1944-2 南太平寺一丁目 1944-2

永興 堀ノ角 1945 南太平寺一丁目 1945

永興 堀ノ角 1946 南太平寺一丁目 1946

永興 堀ノ角 1947 南太平寺一丁目 1947

永興 堀ノ角 1948 南太平寺一丁目 1948

永興 堀ノ角 1949 南太平寺一丁目 1949

永興 堀ノ角 1950 南太平寺一丁目 1950

永興 堀ノ角 1951 南太平寺一丁目 1951

- 40 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 堀ノ角 1952 南太平寺一丁目 1952

永興 堀ノ角 1953 南太平寺一丁目 1953

永興 堀ノ角 1954 南太平寺一丁目 1954

永興 堀ノ角 1955-1 南太平寺一丁目 1955-1

永興 堀ノ角 1955-2 南太平寺一丁目 1955-2

永興 堀ノ角 1956 南太平寺一丁目 1956

永興 堀ノ角 1957-1 南太平寺一丁目 1957-1

永興 堀ノ角 1957-2 南太平寺一丁目 1957-2

永興 堀ノ角 1958-1 南太平寺一丁目 1958-1

永興 堀ノ角 1958-2 南太平寺一丁目 1958-2

永興 堀ノ角 1958-3 南太平寺一丁目 1958-3

永興 堀ノ角 1959-2 南太平寺一丁目 1959-2

永興 堀ノ角 1961-2 南太平寺一丁目 1961-2

永興 堀ノ角 1963-8 南太平寺一丁目 1963-8

永興 堀ノ角 1964-2 南太平寺一丁目 1964-2

永興 中ノ平 1985 南太平寺一丁目 1985

永興 中ノ平 1986 南太平寺一丁目 1986

永興 中ノ平 1987 南太平寺一丁目 1987

永興 中ノ平 1988-1 南太平寺一丁目 1988-1

永興 中ノ平 1988-2 南太平寺一丁目 1988-2

永興 中ノ平 1989 南太平寺一丁目 1989

永興 中ノ平 1991-1 南太平寺一丁目 1991-1

永興 中ノ平 1991-2 南太平寺一丁目 1991-2

永興 中ノ平 1992-1 南太平寺一丁目 1992-1

永興 中ノ平 1992-3 南太平寺一丁目 1992-3

永興 中ノ平 1992-4 南太平寺一丁目 1992-4

永興 中ノ平 1992-5 南太平寺一丁目 1992-5

永興 中ノ平 1992-6 南太平寺一丁目 1992-6

永興 中ノ平 1992-7 南太平寺一丁目 1992-7

永興 中ノ平 1992-8 南太平寺一丁目 1992-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 中ノ平 1992-9 南太平寺一丁目 1992-9

永興 中ノ平 1992-10 南太平寺一丁目 1992-10

永興 中ノ平 1992-11 南太平寺一丁目 1992-11

永興 中ノ平 1992-12 南太平寺一丁目 1992-12

永興 中ノ平 1992-13 南太平寺一丁目 1992-13

永興 中ノ平 1992-14 南太平寺一丁目 1992-14

永興 中ノ平 1993 南太平寺一丁目 1993

永興 中ノ平 1994 南太平寺一丁目 1994

永興 中ノ平 1995 南太平寺一丁目 1995

永興 中ノ平 1996 南太平寺一丁目 1996

永興 中ノ平 1997 南太平寺一丁目 1997

永興 中ノ平 1998-1 南太平寺一丁目 1998-1

永興 中ノ平 1998-2 南太平寺一丁目 1998-2

永興 中ノ平 2001-2 南太平寺四丁目 2001-2

永興 中ノ平 2001-4 南太平寺四丁目 2001-4

永興 中ノ平 2001-5 南太平寺四丁目 2001-5

永興 中ノ平 2003-1 南太平寺四丁目 2003-1

永興 中ノ平 2003-2 南太平寺四丁目 2003-2

永興 中ノ平 2003-3 南太平寺四丁目 2003-3

永興 中ノ平 2015-3 南太平寺四丁目 2015-3

永興 中ノ平 2016-1 南太平寺四丁目 2016-1

永興 中ノ平 2016-2 南太平寺四丁目 2016-2

永興 中ノ平 2016-6 南太平寺四丁目 2016-6

永興 中ノ平 2016-7 南太平寺四丁目 2016-7

永興 中ノ平 2016-8 南太平寺四丁目 2016-8

永興 若山 2018-3 南太平寺四丁目 2018-3

永興 若山 2018-5 南太平寺四丁目 2018-5

永興 若山 2052-1 南太平寺四丁目 2052-1

永興 若山 2052-2 南太平寺四丁目 2052-2

永興 若山 2053-2 南太平寺四丁目 2053-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

永興 若山 2053-4 南太平寺四丁目 2053-4

永興 若山 2053-5 南太平寺四丁目 2053-5

永興 若山 2054-1 南太平寺四丁目 2054-1

永興 若山 2061-3 南太平寺四丁目 2061-3
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旧 新 地 番 対 照 簿

大 字 羽 屋



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

羽屋 七ノ坪 5-1 上田町三丁目 5-1

羽屋 雲田 6 上田町三丁目 6

羽屋 雲田 7 上田町三丁目 7

羽屋 雲田 8 上田町三丁目 8

羽屋 雲田 9 上田町三丁目 9

羽屋 雲田 10 上田町三丁目 10

羽屋 雲田 11 上田町三丁目 11

羽屋 雲田 12-1 上田町三丁目 12-1

羽屋 雲田 12-2 上田町三丁目 12-2

羽屋 雲田 13-1 上田町三丁目 13-1

羽屋 雲田 13-2 上田町三丁目 13-2

羽屋 雲田 13-3 上田町三丁目 13-3

羽屋 雲田 14-1 上田町三丁目 14-1

羽屋 雲田 14-2 上田町三丁目 14-2

羽屋 雲田 14-3 上田町三丁目 14-3

羽屋 雲田 14-4 上田町三丁目 14-4

羽屋 銅給 15-1 上田町三丁目 15-1

羽屋 銅給 15-3 上田町三丁目 15-3

羽屋 銅給 15-4 上田町三丁目 15-4

羽屋 銅給 15-5 上田町三丁目 15-5

羽屋 銅給 15-6 上田町三丁目 15-6

羽屋 銅給 16-4 上田町三丁目 16-4

羽屋 銅給 17-1 上田町三丁目 17-1

羽屋 銅給 17-2 上田町三丁目 17-2

羽屋 銅給 17-3 上田町三丁目 17-3

羽屋 銅給 17-4 上田町三丁目 17-4

羽屋 銅給 17-5 上田町三丁目 17-5

羽屋 銅給 17-6 上田町三丁目 17-6

羽屋 銅給 17-7 上田町三丁目 17-7

羽屋 銅給 18-1 上田町三丁目 18-1

旧新地番対照簿

旧 新
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 銅給 18-2 上田町三丁目 18-2

羽屋 銅給 18-3 上田町三丁目 18-3

羽屋 銅給 19-1 上田町三丁目 19-1

羽屋 銅給 19-2 上田町三丁目 19-2

羽屋 銅給 19-3 上田町三丁目 19-3

羽屋 銅給 19-4 上田町三丁目 19-4

羽屋 銅給 19-5 上田町三丁目 19-5

羽屋 上銅給 20-2 上田町三丁目 20-2

羽屋 上銅給 21-1 上田町三丁目 21-1

羽屋 上銅給 21-3 上田町三丁目 21-3

羽屋 上銅給 21-4 上田町三丁目 21-4

羽屋 国政 25-1 上田町三丁目 25-1

羽屋 国政 25-3 上田町三丁目 25-3

羽屋 国政 25-4 上田町三丁目 25-4

羽屋 国政 29-1 上田町三丁目 29-1

羽屋 国政 29-2 上田町三丁目 29-2

羽屋 国政 29-3 上田町三丁目 29-3

羽屋 国政 29-4 上田町三丁目 29-4

羽屋 国政 29-5 上田町三丁目 29-5

羽屋 川小田 43-8 上田町三丁目 43-8

羽屋 川小田 43-9 上田町三丁目 43-9

羽屋 川小田 43-10 上田町三丁目 43-10

羽屋 小津ケ田 44-1 上田町三丁目 44-1

羽屋 小津ケ田 44-2 上田町三丁目 44-2

羽屋 小津ケ田 44-3 上田町三丁目 44-3

羽屋 小津ケ田 44-4 上田町三丁目 44-4

羽屋 小津ケ田 44-5 上田町三丁目 44-5

羽屋 小津ケ田 44-6 上田町三丁目 44-6

羽屋 小津ケ田 44-7 上田町三丁目 44-7

羽屋 小津ケ田 44-8 上田町三丁目 44-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 小津ケ田 44-9 上田町三丁目 44-9

羽屋 小津ケ田 45-1 上田町三丁目 45-1

羽屋 小津ケ田 45-2 上田町三丁目 45-2

羽屋 小津ケ田 45-3 上田町三丁目 45-3

羽屋 小津ケ田 45-4 上田町三丁目 45-4

羽屋 小津ケ田 45-5 上田町三丁目 45-5

羽屋 小津ケ田 45-6 上田町三丁目 45-6

羽屋 小津ケ田 45-7 上田町三丁目 45-7

羽屋 小津ケ田 46-1 上田町三丁目 46-1

羽屋 小津ケ田 46-2 上田町三丁目 46-2

羽屋 小津ケ田 46-3 上田町三丁目 46-3

羽屋 小津ケ田 46-4 上田町三丁目 46-4

羽屋 小津ケ田 46-6 上田町三丁目 46-6

羽屋 小津ケ田 46-7 上田町三丁目 46-7

羽屋 小津ケ田 46-8 上田町三丁目 46-8

羽屋 小津ケ田 46-9 上田町三丁目 46-9

羽屋 小津ケ田 46-10 上田町三丁目 46-10

羽屋 小津ケ田 46-11 上田町三丁目 46-11

羽屋 小津ケ田 46-12 上田町三丁目 46-12

羽屋 小津ケ田 46-13 上田町三丁目 46-13

羽屋 小津ケ田 47-1 上田町三丁目 47-1

羽屋 小津ケ田 47-2 上田町三丁目 47-2

羽屋 小津ケ田 47-3 上田町三丁目 47-3

羽屋 小津ケ田 47-4 上田町三丁目 47-4

羽屋 小津ケ田 47-5 上田町三丁目 47-5

羽屋 小津ケ田 47-6 上田町三丁目 47-6

羽屋 小津ケ田 47-7 上田町三丁目 47-7

羽屋 小津ケ田 47-8 上田町三丁目 47-8

羽屋 小津ケ田 47-9 上田町三丁目 47-9

羽屋 小津ケ田 47-10 上田町三丁目 47-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 小津ケ田 47-11 上田町三丁目 47-11

羽屋 小津ケ田 47-12 上田町三丁目 47-12

羽屋 小津ケ田 47-13 上田町三丁目 47-13

羽屋 小津ケ田 47-14 上田町三丁目 47-14

羽屋 小津ケ田 47-15 上田町三丁目 47-15

羽屋 小津ケ田 47-16 上田町三丁目 47-16

羽屋 小津ケ田 47-17 上田町三丁目 47-17

羽屋 小津ケ田 47-18 上田町三丁目 47-18

羽屋 小津ケ田 47-19 上田町三丁目 47-19

羽屋 小津ケ田 47-20 上田町三丁目 47-20

羽屋 小津ケ田 47-21 上田町三丁目 47-21

羽屋 小津ケ田 47-22 上田町三丁目 47-22

羽屋 小津ケ田 47-23 上田町三丁目 47-23

羽屋 小津ケ田 47-24 上田町三丁目 47-24

羽屋 小津ケ田 47-25 上田町三丁目 47-25

羽屋 小津ケ田 47-26 上田町三丁目 47-26

羽屋 小津ケ田 47-27 上田町三丁目 47-27

羽屋 小津ケ田 47-28 上田町三丁目 47-28

羽屋 小津ケ田 47-29 上田町三丁目 47-29

羽屋 小津ケ田 47-30 上田町三丁目 47-30

羽屋 小津ケ田 47-31 上田町三丁目 47-31

羽屋 小津ケ田 47-32 上田町三丁目 47-32

羽屋 小津ケ田 48-2 上田町三丁目 48-2

羽屋 小甲斐田 49-1 上田町三丁目 49-1

羽屋 小甲斐田 49-2 上田町三丁目 49-2

羽屋 小甲斐田 50-1 上田町三丁目 50-1

羽屋 小甲斐田 50-3 上田町三丁目 50-3

羽屋 小甲斐田 50-4 上田町三丁目 50-4

羽屋 小甲斐田 51-2 上田町三丁目 51-2

羽屋 小甲斐田 51-3 上田町三丁目 51-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 小甲斐田 51-5 上田町三丁目 51-5

羽屋 小甲斐田 51-6 上田町三丁目 51-6

羽屋 小甲斐田 51-7 上田町三丁目 51-7

羽屋 小甲斐田 51-8 上田町三丁目 51-8

羽屋 小甲斐田 51-9 上田町三丁目 51-9

羽屋 小甲斐田 52-1 上田町三丁目 52-1

羽屋 小甲斐田 52-2 上田町三丁目 52-2

羽屋 小甲斐田 52-3 上田町三丁目 52-3

羽屋 小甲斐田 52-4 上田町三丁目 52-4

羽屋 小甲斐田 52-5 上田町三丁目 52-5

羽屋 小甲斐田 52-6 上田町三丁目 52-6

羽屋 小甲斐田 52-7 上田町三丁目 52-7

羽屋 小甲斐田 52-8 上田町三丁目 52-8

羽屋 小甲斐田 52-9 上田町三丁目 52-9

羽屋 小甲斐田 52-10 上田町三丁目 52-10

羽屋 小甲斐田 52-11 上田町三丁目 52-11

羽屋 小甲斐田 52-12 上田町三丁目 52-12

羽屋 小甲斐田 52-13 上田町三丁目 52-13

羽屋 小甲斐田 52-14 上田町三丁目 52-14

羽屋 小甲斐田 52-15 上田町三丁目 52-15

羽屋 小甲斐田 52-17 上田町三丁目 52-17

羽屋 小甲斐田 54-1 上田町三丁目 54-1

羽屋 小甲斐田 54-3 上田町三丁目 54-3

羽屋 小甲斐田 54-4 上田町三丁目 54-4

羽屋 小甲斐田 54-5 上田町三丁目 54-5

羽屋 小甲斐田 54-6 上田町三丁目 54-6

羽屋 小甲斐田 54-7 上田町三丁目 54-7

羽屋 小甲斐田 54-8 上田町三丁目 54-8

羽屋 小甲斐田 54-9 上田町三丁目 54-9

羽屋 小甲斐田 54-10 上田町三丁目 54-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 小甲斐田 54-11 上田町三丁目 54-11

羽屋 小甲斐田 55-1 上田町三丁目 55-1

羽屋 小甲斐田 55-2 上田町三丁目 55-2

羽屋 小甲斐田 56-2 上田町三丁目 56-2

羽屋 小甲斐田 56-3 上田町三丁目 56-3

羽屋 小甲斐田 56-4 上田町三丁目 56-4

羽屋 小甲斐田 56-6 上田町三丁目 56-6

羽屋 小甲斐田 57-2 上田町三丁目 57-2

羽屋 大坪 58-1 南太平寺三丁目 58-1

羽屋 大坪 58-2 南太平寺三丁目 58-2

羽屋 大坪 58-3 南太平寺三丁目 58-3

羽屋 大坪 58-4 南太平寺三丁目 58-4

羽屋 大坪 58-5 南太平寺三丁目 58-5

羽屋 大坪 58-6 南太平寺三丁目 58-6

羽屋 大坪 58-7 南太平寺三丁目 58-7

羽屋 大坪 58-8 南太平寺三丁目 58-8

羽屋 大坪 58-9 南太平寺三丁目 58-9

羽屋 大坪 58-10 南太平寺三丁目 58-10

羽屋 大坪 58-11 南太平寺三丁目 58-11

羽屋 大坪 58-12 南太平寺三丁目 58-12

羽屋 大坪 58-13 南太平寺三丁目 58-13

羽屋 大坪 58-14 南太平寺三丁目 58-14

羽屋 大坪 58-15 南太平寺三丁目 58-15

羽屋 大坪 59-1 南太平寺三丁目 59-1

羽屋 大坪 59-2 南太平寺三丁目 59-2

羽屋 大坪 59-3 南太平寺三丁目 59-3

羽屋 大坪 59-4 南太平寺三丁目 59-4

羽屋 大坪 59-5 南太平寺三丁目 59-5

羽屋 大坪 59-6 南太平寺三丁目 59-6

羽屋 大坪 59-7 南太平寺三丁目 59-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 大坪 59-8 南太平寺三丁目 102

羽屋 大坪 59-9 南太平寺三丁目 59-9

羽屋 大坪 59-10 南太平寺三丁目 59-10

羽屋 大坪 59-11 南太平寺三丁目 59-11

羽屋 大坪 59-12 南太平寺三丁目 59-12

羽屋 大坪 59-13 南太平寺三丁目 59-13

羽屋 大坪 59-14 南太平寺三丁目 59-14

羽屋 大坪 59-15 南太平寺三丁目 59-15

羽屋 大坪 59-16 南太平寺三丁目 59-16

羽屋 大坪 60-1 南太平寺三丁目 60-1

羽屋 大坪 60-2 南太平寺三丁目 60-2

羽屋 大坪 60-3 南太平寺三丁目 103

羽屋 大坪 60-4 南太平寺三丁目 60-4

羽屋 大坪 60-5 南太平寺三丁目 60-5

羽屋 大坪 60-6 南太平寺三丁目 60-6

羽屋 大坪 60-7 南太平寺三丁目 60-7

羽屋 大坪 61-1 南太平寺三丁目 104

羽屋 大坪 61-2 南太平寺三丁目 61-2

羽屋 大坪 61-3 南太平寺三丁目 61-3

羽屋 大坪 61-4 南太平寺三丁目 61-4

羽屋 大坪 61-5 南太平寺三丁目 61-5

羽屋 大坪 61-6 南太平寺三丁目 61-6

羽屋 大坪 62-1 南太平寺三丁目 62-1

羽屋 大坪 62-2 南太平寺三丁目 62-2

羽屋 大坪 62-3 南太平寺三丁目 62-3

羽屋 大坪 62-4 南太平寺三丁目 62-4

羽屋 大坪 63-1 南太平寺三丁目 63-1

羽屋 大坪 63-2 南太平寺三丁目 63-2

羽屋 大坪 63-3 南太平寺三丁目 63-3

羽屋 大坪 63-4 南太平寺三丁目 63-4

- 50 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 大坪 63-5 南太平寺三丁目 63-5

羽屋 大坪 64-2 南太平寺三丁目 105

羽屋 大坪 65-2 南太平寺三丁目 65-2

羽屋 大坪 66-2 南太平寺三丁目 66-2

羽屋 大坪 67-1 南太平寺三丁目 67-1

羽屋 大坪 67-2 南太平寺三丁目 67-2

羽屋 大坪 67-3 南太平寺三丁目 67-3

羽屋 大坪 67-4 南太平寺三丁目 67-4

羽屋 大坪 67-5 南太平寺三丁目 67-5

羽屋 大坪 67-6 南太平寺三丁目 67-6

羽屋 大坪 67-7 南太平寺三丁目 67-7

羽屋 大坪 67-8 南太平寺三丁目 67-8

羽屋 大坪 67-9 南太平寺三丁目 67-9

羽屋 大坪 67-10 南太平寺三丁目 67-10

羽屋 大坪 67-11 南太平寺三丁目 67-11

羽屋 大坪 67-12 南太平寺三丁目 67-12

羽屋 大坪 67-13 南太平寺三丁目 67-13

羽屋 大坪 67-14 南太平寺三丁目 67-14

羽屋 大坪 67-15 南太平寺三丁目 67-15

羽屋 大坪 67-16 南太平寺三丁目 67-16

羽屋 大坪 67-17 南太平寺三丁目 67-17

羽屋 大坪 67-18 南太平寺三丁目 67-18

羽屋 大坪 67-19 南太平寺三丁目 67-19

羽屋 大坪 67-20 南太平寺三丁目 67-20

羽屋 大坪 67-21 南太平寺三丁目 67-21

羽屋 大坪 67-22 南太平寺三丁目 67-22

羽屋 大坪 67-23 南太平寺三丁目 67-23

羽屋 大坪 67-24 南太平寺三丁目 67-24

羽屋 大坪 67-25 南太平寺三丁目 67-25

羽屋 大坪 67-26 南太平寺三丁目 67-26
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 大坪 68-2 南太平寺三丁目 68-2

羽屋 大坪 69-1 南太平寺三丁目 69-1

羽屋 大坪 69-2 南太平寺三丁目 69-2

羽屋 大坪 69-3 南太平寺三丁目 69-3

羽屋 大坪 69-4 南太平寺三丁目 69-4

羽屋 大坪 70-1 南太平寺三丁目 70-1

羽屋 大坪 70-2 南太平寺三丁目 70-2

羽屋 大坪 70-3 南太平寺三丁目 70-3

羽屋 大坪 71-1 南太平寺三丁目 71-1

羽屋 大坪 71-2 南太平寺三丁目 71-2

羽屋 大坪 71-3 南太平寺三丁目 71-3

羽屋 大坪 71-4 南太平寺三丁目 71-4

羽屋 大坪 71-5 南太平寺三丁目 71-5

羽屋 大坪 71-6 南太平寺三丁目 71-6

羽屋 大坪 71-7 南太平寺三丁目 71-7

羽屋 大坪 71-8 南太平寺三丁目 71-8

羽屋 大坪 71-9 南太平寺三丁目 71-9

羽屋 甲斐摺田 72-1 南太平寺四丁目 72-1

羽屋 甲斐摺田 72-2 南太平寺四丁目 72-2

羽屋 甲斐摺田 72-3 南太平寺四丁目 72-3

羽屋 甲斐摺田 72-4 南太平寺四丁目 72-4

羽屋 甲斐摺田 72-5 南太平寺四丁目 72-5

羽屋 甲斐摺田 72-6 南太平寺四丁目 72-6

羽屋 甲斐摺田 72-7 南太平寺四丁目 72-7

羽屋 甲斐摺田 72-8 南太平寺四丁目 72-8

羽屋 甲斐摺田 72-9 南太平寺四丁目 72-9

羽屋 甲斐摺田 72-10 南太平寺四丁目 72-10

羽屋 甲斐摺田 72-11 南太平寺四丁目 72-11

羽屋 甲斐摺田 73-1 南太平寺四丁目 73-1

羽屋 甲斐摺田 73-2 南太平寺四丁目 73-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 甲斐摺田 74-1 南太平寺四丁目 74-1

羽屋 甲斐摺田 74-2 南太平寺四丁目 74-2

羽屋 甲斐摺田 74-3 南太平寺四丁目 74-3

羽屋 甲斐摺田 74-4 南太平寺四丁目 74-4

羽屋 甲斐摺田 74-5 南太平寺四丁目 74-5

羽屋 甲斐摺田 74-6 南太平寺四丁目 74-6

羽屋 甲斐摺田 74-7 南太平寺四丁目 74-7

羽屋 甲斐摺田 74-8 南太平寺四丁目 74-8

羽屋 甲斐摺田 74-9 南太平寺四丁目 74-9

羽屋 甲斐摺田 74-10 南太平寺四丁目 74-10

羽屋 甲斐摺田 74-11 南太平寺四丁目 74-11

羽屋 甲斐摺田 74-12 南太平寺四丁目 74-12

羽屋 甲斐摺田 74-13 南太平寺四丁目 74-13

羽屋 甲斐摺田 74-14 南太平寺四丁目 74-14

羽屋 甲斐摺田 74-15 南太平寺四丁目 74-15

羽屋 甲斐摺田 74-16 南太平寺四丁目 74-16

羽屋 甲斐摺田 74-18 南太平寺四丁目 74-18

羽屋 甲斐摺田 74-19 南太平寺四丁目 74-19

羽屋 甲斐摺田 74-20 南太平寺四丁目 74-20

羽屋 甲斐摺田 74-21 南太平寺四丁目 74-21

羽屋 甲斐摺田 74-22 南太平寺四丁目 74-22

羽屋 甲斐摺田 74-23 南太平寺四丁目 74-23

羽屋 甲斐摺田 74-24 南太平寺四丁目 74-24

羽屋 甲斐摺田 74-25 南太平寺四丁目 74-25

羽屋 甲斐摺田 74-26 南太平寺四丁目 74-26

羽屋 甲斐摺田 74-27 南太平寺四丁目 74-27

羽屋 甲斐摺田 74-28 南太平寺四丁目 74-28

羽屋 甲斐摺田 74-29 南太平寺四丁目 74-29

羽屋 甲斐摺田 74-30 南太平寺四丁目 74-30

羽屋 甲斐摺田 74-31 南太平寺四丁目 74-31
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 甲斐摺田 74-32 南太平寺四丁目 74-32

羽屋 甲斐摺田 74-33 南太平寺四丁目 74-33

羽屋 甲斐摺田 74-34 南太平寺四丁目 74-34

羽屋 甲斐摺田 74-35 南太平寺四丁目 74-35

羽屋 甲斐摺田 74-36 南太平寺四丁目 74-36

羽屋 甲斐摺田 75-2 南太平寺四丁目 75-2

羽屋 甲斐摺田 76-2 南太平寺四丁目 76-2

羽屋 甲斐摺田 76-3 南太平寺四丁目 76-3

羽屋 甲斐摺田 76-4 南太平寺四丁目 76-4

羽屋 甲斐摺田 77-1 南太平寺四丁目 77-1

羽屋 甲斐摺田 77-2 南太平寺四丁目 77-2

羽屋 甲斐摺田 77-3 南太平寺四丁目 77-3

羽屋 甲斐摺田 77-4 南太平寺四丁目 77-4

羽屋 甲斐摺田 77-5 南太平寺四丁目 77-5

羽屋 甲斐摺田 77-6 南太平寺四丁目 77-6

羽屋 甲斐摺田 77-7 南太平寺四丁目 77-7

羽屋 甲斐摺田 77-8 南太平寺四丁目 77-8

羽屋 甲斐摺田 77-9 南太平寺四丁目 77-9

羽屋 甲斐摺田 77-10 南太平寺四丁目 77-10

羽屋 甲斐摺田 77-11 南太平寺四丁目 77-11

羽屋 甲斐摺田 77-12 南太平寺四丁目 77-12

羽屋 甲斐摺田 77-13 南太平寺四丁目 77-13

羽屋 甲斐摺田 77-14 南太平寺四丁目 77-14

羽屋 甲斐摺田 77-15 南太平寺四丁目 77-15

羽屋 舞給 78-1 南太平寺四丁目 78-1

羽屋 舞給 78-2 南太平寺四丁目 78-2

羽屋 舞給 78-3 南太平寺四丁目 78-3

羽屋 舞給 78-4 南太平寺四丁目 78-4

羽屋 舞給 79-1 南太平寺四丁目 79-1

羽屋 舞給 79-2 南太平寺四丁目 79-2

- 54 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 舞給 79-3 南太平寺四丁目 79-3

羽屋 舞給 79-4 南太平寺四丁目 79-4

羽屋 舞給 79-5 南太平寺四丁目 79-5

羽屋 舞給 79-6 南太平寺四丁目 79-6

羽屋 舞給 79-7 南太平寺四丁目 79-7

羽屋 舞給 79-8 南太平寺四丁目 79-8

羽屋 舞給 79-9 南太平寺四丁目 79-9

羽屋 舞給 79-10 南太平寺四丁目 79-10

羽屋 舞給 79-11 南太平寺四丁目 79-11

羽屋 舞給 79-12 南太平寺四丁目 79-12

羽屋 舞給 79-13 南太平寺四丁目 79-13

羽屋 舞給 79-14 南太平寺四丁目 79-14

羽屋 舞給 79-15 南太平寺四丁目 79-15

羽屋 舞給 79-16 南太平寺四丁目 79-16

羽屋 舞給 79-17 南太平寺四丁目 79-17

羽屋 舞給 79-18 南太平寺四丁目 79-18

羽屋 舞給 79-19 南太平寺四丁目 79-19

羽屋 舞給 79-20 南太平寺四丁目 79-20

羽屋 舞給 79-21 南太平寺四丁目 79-21

羽屋 舞給 80-1 南太平寺四丁目 80-1

羽屋 舞給 80-2 南太平寺四丁目 80-2

羽屋 舞給 80-3 南太平寺四丁目 80-3

羽屋 舞給 81-1 南太平寺四丁目 81-1

羽屋 舞給 81-2 南太平寺四丁目 81-2

羽屋 舞給 81-3 南太平寺四丁目 81-3

羽屋 舞給 81-4 南太平寺四丁目 81-4

羽屋 舞給 81-5 南太平寺四丁目 81-5

羽屋 舞給 81-6 南太平寺四丁目 81-6

羽屋 舞給 81-7 南太平寺四丁目 81-7

羽屋 舞給 81-8 南太平寺四丁目 81-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 舞給 81-9 南太平寺四丁目 81-9

羽屋 舞給 81-10 南太平寺四丁目 81-10

羽屋 舞給 81-11 南太平寺四丁目 81-11

羽屋 舞給 81-12 南太平寺四丁目 81-12

羽屋 舞給 81-13 南太平寺四丁目 81-13

羽屋 舞給 81-14 南太平寺四丁目 81-14

羽屋 舞給 82-1 南太平寺四丁目 82-1

羽屋 舞給 82-2 南太平寺四丁目 82-2

羽屋 舞給 82-3 南太平寺四丁目 82-3

羽屋 舞給 82-4 南太平寺四丁目 82-4

羽屋 舞給 82-5 南太平寺四丁目 82-5

羽屋 舞給 82-6 南太平寺四丁目 82-6

羽屋 舞給 82-7 南太平寺四丁目 82-7

羽屋 舞給 82-8 南太平寺四丁目 82-8

羽屋 舞給 82-9 南太平寺四丁目 82-9

羽屋 舞給 82-10 南太平寺四丁目 82-10

羽屋 舞給 82-11 南太平寺四丁目 82-11

羽屋 舞給 82-12 南太平寺四丁目 82-12

羽屋 舞給 82-15 南太平寺四丁目 82-15

羽屋 舞給 82-16 南太平寺四丁目 82-16

羽屋 舞給 82-17 南太平寺四丁目 82-17

羽屋 舞給 82-18 南太平寺四丁目 82-18

羽屋 舞給 83-1 南太平寺四丁目 83-1

羽屋 舞給 83-2 南太平寺四丁目 83-2

羽屋 舞給 83-3 南太平寺四丁目 83-3

羽屋 舞給 83-4 南太平寺四丁目 83-4

羽屋 舞給 83-5 南太平寺四丁目 83-5

羽屋 舞給 83-6 南太平寺四丁目 83-6

羽屋 舞給 83-7 南太平寺四丁目 83-7

羽屋 八反田 84-1 南太平寺三丁目 84-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 八反田 84-2 南太平寺三丁目 84-2

羽屋 八反田 84-3 南太平寺三丁目 84-3

羽屋 八反田 84-4 南太平寺三丁目 84-4

羽屋 八反田 84-5 南太平寺三丁目 84-5

羽屋 八反田 84-6 南太平寺三丁目 84-6

羽屋 八反田 84-7 南太平寺三丁目 84-7

羽屋 八反田 84-8 南太平寺三丁目 84-8

羽屋 八反田 84-9 南太平寺三丁目 84-9

羽屋 八反田 84-10 南太平寺三丁目 84-10

羽屋 八反田 84-11 南太平寺三丁目 84-11

羽屋 八反田 84-12 南太平寺三丁目 84-12

羽屋 八反田 84-13 南太平寺三丁目 84-13

羽屋 八反田 84-14 南太平寺三丁目 84-14

羽屋 八反田 84-15 南太平寺三丁目 84-15

羽屋 八反田 84-16 南太平寺三丁目 84-16

羽屋 八反田 84-17 南太平寺三丁目 84-17

羽屋 八反田 84-18 南太平寺三丁目 84-18

羽屋 八反田 84-19 南太平寺三丁目 84-19

羽屋 八反田 84-20 南太平寺三丁目 84-20

羽屋 八反田 84-21 南太平寺三丁目 84-21

羽屋 八反田 84-23 南太平寺三丁目 84-23

羽屋 八反田 84-24 南太平寺三丁目 84-24

羽屋 八反田 85-2 南太平寺三丁目 85-2

羽屋 八反田 90-1 南太平寺三丁目 90-1

羽屋 八反田 90-2 南太平寺三丁目 90-2

羽屋 八反田 90-3 南太平寺三丁目 90-3

羽屋 八反田 90-4 南太平寺三丁目 90-4

羽屋 八反田 91-1 南太平寺三丁目 91-1

羽屋 八反田 91-2 南太平寺三丁目 91-2

羽屋 八反田 91-3 南太平寺三丁目 91-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 八反田 91-4 南太平寺三丁目 91-4

羽屋 八反田 91-5 南太平寺三丁目 91-5

羽屋 八反田 92-2 南太平寺三丁目 92-2

羽屋 牛踏 93-1 南太平寺三丁目 93-1

羽屋 牛踏 93-2 南太平寺三丁目 93-2

羽屋 牛踏 93-3 南太平寺三丁目 93-3

羽屋 牛踏 94-1 南太平寺三丁目 94-1

羽屋 牛踏 94-2 南太平寺三丁目 94-2

羽屋 牛踏 94-3 南太平寺三丁目 94-3

羽屋 牛踏 94-4 南太平寺三丁目 94-4

羽屋 牛踏 94-6 南太平寺三丁目 94-6

羽屋 牛踏 94-7 南太平寺三丁目 94-7

羽屋 牛踏 94-8 南太平寺三丁目 94-8

羽屋 牛踏 94-9 南太平寺三丁目 94-9

羽屋 牛踏 94-10 南太平寺三丁目 94-10

羽屋 牛踏 95-1 南太平寺三丁目 95-1

羽屋 牛踏 95-2 南太平寺三丁目 95-2

羽屋 牛踏 95-3 南太平寺三丁目 95-3

羽屋 牛踏 95-4 南太平寺三丁目 95-4

羽屋 牛踏 95-5 南太平寺三丁目 95-5

羽屋 牛踏 95-6 南太平寺三丁目 95-6

羽屋 牛踏 96-1 南太平寺三丁目 96-1

羽屋 牛踏 96-2 南太平寺三丁目 96-2

羽屋 牛踏 96-3 南太平寺三丁目 96-3

羽屋 牛踏 96-4 南太平寺三丁目 96-4

羽屋 牛踏 96-5 南太平寺三丁目 96-5

羽屋 牛踏 96-6 南太平寺三丁目 96-6

羽屋 牛踏 96-7 南太平寺三丁目 96-7

羽屋 牛踏 96-8 南太平寺三丁目 96-8

羽屋 牛踏 96-9 南太平寺三丁目 96-9
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 牛踏 96-10 南太平寺三丁目 96-10

羽屋 牛踏 96-11 南太平寺三丁目 96-11

羽屋 牛踏 97-1 南太平寺三丁目 97-1

羽屋 牛踏 97-2 南太平寺三丁目 97-2

羽屋 牛踏 97-3 南太平寺三丁目 97-3

羽屋 牛踏 98-1 南太平寺三丁目 98-1

羽屋 牛踏 98-2 南太平寺三丁目 98-2

羽屋 牛踏 98-3 南太平寺三丁目 98-3

羽屋 牛踏 98-4 南太平寺三丁目 98-4

羽屋 牛踏 98-5 南太平寺三丁目 98-5

羽屋 牛踏 98-6 南太平寺三丁目 98-6

羽屋 牛踏 98-7 南太平寺三丁目 98-7

羽屋 牛踏 98-11 南太平寺三丁目 98-11

羽屋 上牛踏 99-1 南太平寺三丁目 99-1

羽屋 牛踏 99-2 南太平寺三丁目 99-2

羽屋 上牛踏 99-3 南太平寺三丁目 99-3

羽屋 上牛踏 99-4 南太平寺三丁目 99-4

羽屋 上牛踏 99-5 南太平寺三丁目 99-5

羽屋 上牛踏 100-1 南太平寺三丁目 100-1

羽屋 上牛踏 100-2 南太平寺三丁目 100-2

羽屋 上牛踏 100-3 南太平寺三丁目 100-3

羽屋 上牛踏 100-4 南太平寺三丁目 100-4

羽屋 上牛踏 100-5 南太平寺三丁目 100-5

羽屋 上牛踏 100-6 南太平寺三丁目 100-6

羽屋 上牛踏 100-7 南太平寺三丁目 100-7

羽屋 上牛踏 100-8 南太平寺三丁目 100-8

羽屋 上牛踏 100-9 南太平寺三丁目 100-9

羽屋 上牛踏 100-10 南太平寺三丁目 100-10

羽屋 上牛踏 100-11 南太平寺三丁目 100-11

羽屋 上牛踏 100-12 南太平寺三丁目 100-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 上牛踏 100-13 南太平寺三丁目 100-13

羽屋 上牛踏 100-14 南太平寺三丁目 100-14

羽屋 上牛踏 100-15 南太平寺三丁目 100-15

羽屋 上牛踏 100-16 南太平寺三丁目 100-16

羽屋 上牛踏 100-17 南太平寺三丁目 100-17

羽屋 上牛踏 100-18 南太平寺三丁目 100-18

羽屋 上牛踏 101-1 南太平寺三丁目 101-1

羽屋 上牛踏 101-2 南太平寺三丁目 101-2

羽屋 上牛踏 101-3 南太平寺三丁目 101-3

羽屋 上牛踏 101-4 南太平寺三丁目 101-4

羽屋 上牛踏 101-5 南太平寺三丁目 101-5

羽屋 上牛踏 101-6 南太平寺三丁目 101-6

羽屋 上牛踏 101-7 南太平寺三丁目 101-7

羽屋 上牛踏 101-8 南太平寺三丁目 101-8

羽屋 上牛踏 101-9 南太平寺三丁目 101-9

羽屋 千足町 102-1 上田町一丁目 102-1

羽屋 千足町 102-2 上田町一丁目 102-2

羽屋 千足町 102-3 上田町一丁目 102-3

羽屋 千足町 102-4 上田町一丁目 102-4

羽屋 千足町 103-1 上田町一丁目 185

羽屋 千足町 103-2 上田町一丁目 103-2

羽屋 千足町 103-3 上田町一丁目 103-3

羽屋 千足町 103-4 上田町一丁目 103-4

羽屋 千足町 104-1 上田町一丁目 186

羽屋 千足町 104-2 上田町一丁目 104-2

羽屋 千足町 104-3 上田町一丁目 104-3

羽屋 千足町 105-1 上田町一丁目 105-1

羽屋 千足町 105-2 上田町一丁目 105-2

羽屋 千足町 106-1 上田町一丁目 106-1

羽屋 千足町 106-2 上田町一丁目 106-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 千足町 107-1 上田町一丁目 107-1

羽屋 千足町 107-2 上田町一丁目 107-2

羽屋 千足町 107-3 上田町一丁目 107-3

羽屋 千足町 107-4 上田町一丁目 107-4

羽屋 千足町 107-5 上田町一丁目 107-5

羽屋 千足町 107-6 上田町一丁目 107-6

羽屋 千足町 107-7 上田町一丁目 107-7

羽屋 千足町 107-8 上田町一丁目 107-8

羽屋 千足町 107-9 上田町一丁目 107-9

羽屋 千足町 107-10 上田町一丁目 107-10

羽屋 千足町 107-11 上田町一丁目 107-11

羽屋 千足町 107-12 上田町一丁目 107-12

羽屋 千足町 107-13 上田町一丁目 107-13

羽屋 千足町 107-14 上田町一丁目 107-14

羽屋 千足町 107-15 上田町一丁目 107-15

羽屋 千足町 108-2 上田町一丁目 108-2

羽屋 千足町 109-1 上田町一丁目 109-1

羽屋 千足町 109-2 上田町一丁目 109-2

羽屋 千足町 109-3 上田町一丁目 109-3

羽屋 千足町 109-4 上田町一丁目 109-4

羽屋 千足町 109-5 上田町一丁目 109-5

羽屋 千足町 109-7 上田町一丁目 109-7

羽屋 千足町 109-8 上田町一丁目 109-8

羽屋 千足町 109-9 上田町一丁目 109-9

羽屋 千足町 109-10 上田町一丁目 109-10

羽屋 千足町 109-12 上田町一丁目 109-12

羽屋 千足町 109-13 上田町一丁目 109-13

羽屋 千足町 109-16 上田町一丁目 109-16

羽屋 草木田 110-1 上田町二丁目 110-1

羽屋 草木田 110-2 上田町二丁目 110-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 草木田 110-3 上田町二丁目 110-3

羽屋 草木田 110-4 上田町二丁目 110-4

羽屋 草木田 110-5 上田町二丁目 110-5

羽屋 草木田 110-6 上田町二丁目 110-6

羽屋 草木田 110-7 上田町二丁目 110-7

羽屋 草木田 110-8 上田町二丁目 110-8

羽屋 草木田 110-9 上田町二丁目 110-9

羽屋 草木田 110-10 上田町二丁目 110-10

羽屋 草木田 110-11 上田町二丁目 110-11

羽屋 草木田 112-1 上田町二丁目 112-1

羽屋 草木田 112-2 上田町二丁目 112-2

羽屋 草木田 112-3 上田町二丁目 112-3

羽屋 草木田 112-4 上田町二丁目 112-4

羽屋 草木田 112-5 上田町二丁目 112-5

羽屋 草木田 112-6 上田町二丁目 112-6

羽屋 草木田 112-7 上田町二丁目 112-7

羽屋 草木田 112-8 上田町二丁目 112-8

羽屋 草木田 112-9 上田町二丁目 112-9

羽屋 草木田 112-10 上田町二丁目 112-10

羽屋 草木田 112-11 上田町二丁目 112-11

羽屋 草木田 112-12 上田町二丁目 112-12

羽屋 草木田 112-14 上田町二丁目 112-14

羽屋 草木田 112-15 上田町二丁目 112-15

羽屋 草木田 114-1 上田町二丁目 114-1

羽屋 草木田 114-2 上田町二丁目 114-2

羽屋 草木田 114-3 上田町二丁目 114-3

羽屋 草木田 114-4 上田町二丁目 114-4

羽屋 草木田 114-5 上田町二丁目 114-5

羽屋 草木田 114-6 上田町二丁目 114-6

羽屋 草木田 114-8 上田町二丁目 114-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 草木田 114-9 上田町二丁目 114-9

羽屋 草木田 114-10 上田町二丁目 114-10

羽屋 草木田 116-1 上田町二丁目 116-1

羽屋 草木田 116-2 上田町二丁目 116-2

羽屋 草木田 116-3 上田町二丁目 116-3

羽屋 草木田 116-5 上田町二丁目 116-5

羽屋 草木田 116-6 上田町二丁目 116-6

羽屋 草木田 116-7 上田町二丁目 116-7

羽屋 草木田 116-9 上田町二丁目 116-9

羽屋 草木田 116-10 上田町二丁目 116-10

羽屋 草木田 116-11 上田町二丁目 116-11

羽屋 草木田 116-12 上田町二丁目 116-12

羽屋 草木田 116-13 上田町二丁目 116-13

羽屋 草木田 117 上田町三丁目 117

羽屋 見廻田 140-1 上田町二丁目 140-1

羽屋 見廻田 140-2 上田町二丁目 140-2

羽屋 見廻田 140-3 上田町二丁目 140-3

羽屋 見廻田 140-4 上田町二丁目 140-4

羽屋 見廻田 140-5 上田町二丁目 140-5

羽屋 見廻田 140-6 上田町二丁目 140-6

羽屋 見廻田 140-7 上田町二丁目 140-7

羽屋 見廻田 140-8 上田町二丁目 140-8

羽屋 見廻田 140-9 上田町二丁目 140-9

羽屋 見廻田 140-10 上田町二丁目 140-10

羽屋 見廻田 140-11 上田町二丁目 140-11

羽屋 見廻田 140-12 上田町二丁目 140-12

羽屋 見廻田 140-13 上田町二丁目 140-13

羽屋 見廻田 140-14 上田町二丁目 140-14

羽屋 見廻田 140-16 上田町二丁目 140-16

羽屋 見廻田 140-17 上田町二丁目 140-17
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 見廻田 140-18 上田町二丁目 140-18

羽屋 見廻田 140-19 上田町二丁目 140-19

羽屋 見廻田 141-1 上田町二丁目 141-1

羽屋 見廻田 141-2 上田町二丁目 141-2

羽屋 見廻田 141-3 上田町二丁目 141-3

羽屋 見廻田 141-4 上田町二丁目 141-4

羽屋 見廻田 141-5 上田町二丁目 141-5

羽屋 見廻田 141-6 上田町二丁目 141-6

羽屋 見廻田 142-1 上田町二丁目 142-1

羽屋 見廻田 142-2 上田町二丁目 142-2

羽屋 見廻田 142-3 上田町二丁目 142-3

羽屋 見廻田 142-4 上田町二丁目 142-4

羽屋 見廻田 142-5 上田町二丁目 142-5

羽屋 見廻田 142-6 上田町二丁目 142-6

羽屋 見廻田 142-7 上田町二丁目 142-7

羽屋 見廻田 142-8 上田町二丁目 142-8

羽屋 見廻田 142-9 上田町二丁目 142-9

羽屋 見廻田 142-10 上田町二丁目 142-10

羽屋 見廻田 142-11 上田町二丁目 142-11

羽屋 見廻田 142-12 上田町二丁目 142-12

羽屋 見廻田 143-2 上田町二丁目 143-2

羽屋 見廻田 144-1 上田町二丁目 144-1

羽屋 見廻田 144-2 上田町二丁目 144-2

羽屋 見廻田 144-3 上田町二丁目 144-3

羽屋 見廻田 144-4 上田町二丁目 144-4

羽屋 見廻田 144-5 上田町二丁目 144-5

羽屋 見廻田 144-6 上田町二丁目 144-6

羽屋 見廻田 145-1 上田町二丁目 145-1

羽屋 見廻田 145-2 上田町二丁目 145-2

羽屋 見廻田 145-3 上田町二丁目 145-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 見廻田 145-4 上田町二丁目 145-4

羽屋 見廻田 145-5 上田町二丁目 145-5

羽屋 見廻田 145-6 上田町二丁目 145-6

羽屋 見廻田 146-1 上田町二丁目 146-1

羽屋 見廻田 146-2 上田町二丁目 146-2

羽屋 見廻田 146-3 上田町二丁目 146-3

羽屋 見廻田 146-4 上田町二丁目 146-4

羽屋 見廻田 146-5 上田町二丁目 146-5

羽屋 見廻田 146-6 上田町二丁目 146-6

羽屋 見廻田 146-7 上田町二丁目 146-7

羽屋 見廻田 146-8 上田町二丁目 146-8

羽屋 見廻田 146-9 上田町二丁目 146-9

羽屋 見廻田 146-10 上田町二丁目 146-10

羽屋 見廻田 146-12 上田町二丁目 146-12

羽屋 見廻田 146-13 上田町二丁目 146-13

羽屋 見廻田 146-14 上田町二丁目 146-14

羽屋 日吉田 147-1 上田町一丁目 147-1

羽屋 日吉田 147-2 上田町一丁目 147-2

羽屋 日吉田 147-3 上田町一丁目 147-3

羽屋 日吉田 147-4 上田町一丁目 147-4

羽屋 日吉田 147-5 上田町一丁目 147-5

羽屋 日吉田 147-6 上田町一丁目 147-6

羽屋 日吉田 147-7 上田町一丁目 147-7

羽屋 日吉田 147-8 上田町一丁目 147-8

羽屋 日吉田 147-9 上田町一丁目 147-9

羽屋 日吉田 147-10 上田町一丁目 147-10

羽屋 日吉田 147-11 上田町一丁目 147-11

羽屋 日吉田 147-12 上田町一丁目 147-12

羽屋 日吉田 147-13 上田町一丁目 147-13

羽屋 日吉田 147-14 上田町一丁目 147-14
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 日吉田 147-15 上田町一丁目 147-15

羽屋 日吉田 147-16 上田町一丁目 147-16

羽屋 日吉田 147-17 上田町一丁目 147-17

羽屋 日吉田 147-18 上田町一丁目 147-18

羽屋 日吉田 147-19 上田町一丁目 147-19

羽屋 日吉田 147-20 上田町一丁目 147-20

羽屋 日吉田 147-21 上田町一丁目 147-21

羽屋 日吉田 147-22 上田町一丁目 147-22

羽屋 日吉田 147-23 上田町一丁目 147-23

羽屋 日吉田 147-24 上田町一丁目 147-24

羽屋 日吉田 148-2 上田町一丁目 148-2

羽屋 日吉田 149-2 上田町一丁目 149-2

羽屋 日吉田 150-2 上田町一丁目 150-2

羽屋 日吉田 151-1 上田町一丁目 151-1

羽屋 日吉田 151-2 上田町一丁目 151-2

羽屋 日吉田 151-3 上田町一丁目 151-3

羽屋 日吉田 151-4 上田町一丁目 151-4

羽屋 日吉田 151-5 上田町一丁目 151-5

羽屋 日吉田 151-6 上田町一丁目 151-6

羽屋 日吉田 151-7 上田町一丁目 151-7

羽屋 日吉田 151-8 上田町一丁目 151-8

羽屋 日吉田 151-9 上田町一丁目 151-9

羽屋 日吉田 151-10 上田町一丁目 151-10

羽屋 日吉田 151-11 上田町一丁目 151-11

羽屋 日吉田 151-12 上田町一丁目 151-12

羽屋 日吉田 151-13 上田町一丁目 151-13

羽屋 日吉田 151-14 上田町一丁目 151-14

羽屋 日吉田 151-15 上田町一丁目 151-15

羽屋 日吉田 151-16 上田町一丁目 151-16

羽屋 日吉田 151-17 上田町一丁目 151-17
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 日吉田 152-2 上田町一丁目 152-2

羽屋 日吉田 153-1 上田町一丁目 153-1

羽屋 日吉田 153-2 上田町一丁目 153-2

羽屋 日吉田 153-4 上田町一丁目 153-4

羽屋 日吉田 153-5 上田町一丁目 153-5

羽屋 日吉田 153-6 上田町一丁目 153-6

羽屋 日吉田 153-7 上田町一丁目 153-7

羽屋 日吉田 154-2 上田町一丁目 154-2

羽屋 岡町 155-1 上田町一丁目 155-1

羽屋 岡町 155-2 上田町一丁目 155-2

羽屋 岡町 155-3 上田町一丁目 155-3

羽屋 岡町 155-4 上田町一丁目 155-4

羽屋 岡町 155-5 上田町一丁目 155-5

羽屋 岡町 155-6 上田町一丁目 155-6

羽屋 岡町 156-1 上田町一丁目 156-1

羽屋 岡町 156-2 上田町一丁目 156-2

羽屋 岡町 156-3 上田町一丁目 156-3

羽屋 岡町 156-4 上田町一丁目 156-4

羽屋 岡町 156-5 上田町一丁目 156-5

羽屋 岡町 156-6 上田町一丁目 156-6

羽屋 岡町 156-7 上田町一丁目 156-7

羽屋 岡町 156-8 上田町一丁目 156-8

羽屋 岡町 156-9 上田町一丁目 156-9

羽屋 岡町 157-1 上田町一丁目 157-1

羽屋 岡町 157-2 上田町一丁目 157-2

羽屋 岡町 157-3 上田町一丁目 157-3

羽屋 岡町 158-1 上田町一丁目 158-1

羽屋 岡町 158-2 上田町一丁目 158-2

羽屋 岡町 158-3 上田町一丁目 158-3

羽屋 岡町 158-4 上田町一丁目 158-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 岡町 158-5 上田町一丁目 158-5

羽屋 岡町 158-6 上田町一丁目 158-6

羽屋 岡町 159-1 上田町一丁目 159-1

羽屋 岡町 159-2 上田町一丁目 159-2

羽屋 岡町 159-3 上田町一丁目 159-3

羽屋 岡町 159-4 上田町一丁目 159-4

羽屋 岡町 160-1 上田町一丁目 160-1

羽屋 岡町 160-2 上田町一丁目 160-2

羽屋 岡町 160-3 上田町一丁目 160-3

羽屋 番上田 161-1 上田町一丁目 161-1

羽屋 番上田 161-2 上田町一丁目 161-2

羽屋 番上田 161-3 上田町一丁目 161-3

羽屋 番上田 162-1 上田町一丁目 162-1

羽屋 番上田 162-2 上田町一丁目 162-2

羽屋 番上田 162-3 上田町一丁目 162-3

羽屋 番上田 162-4 上田町一丁目 162-4

羽屋 番上田 162-5 上田町一丁目 162-5

羽屋 番上田 162-6 上田町一丁目 162-6

羽屋 番上田 162-7 上田町一丁目 162-7

羽屋 番上田 162-8 上田町一丁目 162-8

羽屋 番上田 162-9 上田町一丁目 162-9

羽屋 番上田 162-10 上田町一丁目 162-10

羽屋 番上田 162-11 上田町一丁目 162-11

羽屋 番上田 162-12 上田町一丁目 162-12

羽屋 番上田 162-13 上田町一丁目 162-13

羽屋 番上田 162-14 上田町一丁目 162-14

羽屋 番上田 162-15 上田町一丁目 162-15

羽屋 番上田 162-16 上田町一丁目 162-16

羽屋 番上田 162-17 上田町一丁目 162-17

羽屋 番上田 162-18 上田町一丁目 162-18
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 番上田 162-19 上田町一丁目 162-19

羽屋 番上田 162-20 上田町一丁目 162-20

羽屋 番上田 162-21 上田町一丁目 162-21

羽屋 番上田 162-22 上田町一丁目 162-22

羽屋 番上田 162-23 上田町一丁目 162-23

羽屋 番上田 162-24 上田町一丁目 162-24

羽屋 番上田 162-25 上田町一丁目 162-25

羽屋 番上田 162-26 上田町一丁目 162-26

羽屋 番上田 162-27 上田町一丁目 162-27

羽屋 番上田 162-28 上田町一丁目 162-28

羽屋 番上田 163-1 上田町一丁目 163-1

羽屋 番上田 163-2 上田町一丁目 163-2

羽屋 番上田 163-3 上田町一丁目 163-3

羽屋 番上田 163-4 上田町一丁目 163-4

羽屋 番上田 163-5 上田町一丁目 163-5

羽屋 番上田 163-6 上田町一丁目 163-6

羽屋 番上田 163-7 上田町一丁目 163-7

羽屋 番上田 163-8 上田町一丁目 163-8

羽屋 番上田 163-9 上田町一丁目 163-9

羽屋 番上田 163-10 上田町一丁目 163-10

羽屋 番上田 163-11 上田町一丁目 163-11

羽屋 番上田 163-12 上田町一丁目 163-12

羽屋 番上田 163-13 上田町一丁目 163-13

羽屋 番上田 164-1 上田町一丁目 164-1

羽屋 番上田 164-2 上田町一丁目 164-2

羽屋 番上田 164-3 上田町一丁目 164-3

羽屋 番上田 164-4 上田町一丁目 164-4

羽屋 番上田 164-5 上田町一丁目 164-5

羽屋 番上田 164-6 上田町一丁目 164-6

羽屋 番上田 164-7 上田町一丁目 164-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 番上田 164-8 上田町一丁目 164-8

羽屋 番上田 164-9 上田町一丁目 164-9

羽屋 番上田 164-10 上田町一丁目 164-10

羽屋 番上田 164-11 上田町一丁目 164-11

羽屋 番上田 165-1 上田町一丁目 165-1

羽屋 番上田 165-2 上田町一丁目 165-2

羽屋 番上田 166-1 上田町一丁目 166-1

羽屋 番上田 166-2 上田町一丁目 166-2

羽屋 番上田 166-3 上田町一丁目 166-3

羽屋 番上田 166-4 上田町一丁目 166-4

羽屋 番上田 167-1 上田町一丁目 167-1

羽屋 番上田 167-2 上田町一丁目 167-2

羽屋 番上田 167-3 上田町一丁目 167-3

羽屋 番上田 167-4 上田町一丁目 167-4

羽屋 番上田 168-1 上田町一丁目 168-1

羽屋 番上田 168-2 上田町一丁目 168-2

羽屋 番上田 168-3 上田町一丁目 168-3

羽屋 番上田 168-4 上田町一丁目 168-4

羽屋 番上田 168-5 上田町一丁目 168-5

羽屋 七曽司 169-1 上田町二丁目 169-1

羽屋 七曽司 169-2 上田町二丁目 169-2

羽屋 七曽司 169-3 上田町二丁目 169-3

羽屋 七曽司 169-5 上田町二丁目 169-5

羽屋 七曽司 169-6 上田町二丁目 169-6

羽屋 七曽司 169-7 上田町二丁目 169-7

羽屋 七曽司 169-8 上田町二丁目 169-8

羽屋 七曽司 169-9 上田町二丁目 169-9

羽屋 七曽司 169-10 上田町二丁目 169-10

羽屋 七曽司 169-11 上田町二丁目 169-11

羽屋 七曽司 169-12 上田町二丁目 169-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 七曽司 169-13 上田町二丁目 169-13

羽屋 七曽司 169-14 上田町二丁目 169-14

羽屋 七曽司 169-15 上田町二丁目 169-15

羽屋 七曽司 170-1 上田町二丁目 170-1

羽屋 七曽司 170-3 上田町二丁目 170-3

羽屋 七曽司 170-5 上田町二丁目 170-5

羽屋 七曽司 170-6 上田町二丁目 170-6

羽屋 七曽司 170-7 上田町二丁目 170-7

羽屋 七曽司 170-8 上田町二丁目 170-8

羽屋 七曽司 170-9 上田町二丁目 170-9

羽屋 七曽司 170-10 上田町二丁目 170-10

羽屋 七曽司 171-1 上田町二丁目 171-1

羽屋 七曽司 171-2 上田町二丁目 171-2

羽屋 七曽司 171-3 上田町二丁目 171-3

羽屋 七曽司 172-1 上田町二丁目 172-1

羽屋 七曽司 172-2 上田町二丁目 172-2

羽屋 七曽司 172-3 上田町二丁目 172-3

羽屋 七曽司 172-4 上田町二丁目 172-4

羽屋 七曽司 172-6 上田町二丁目 172-6

羽屋 七曽司 172-7 上田町二丁目 172-7

羽屋 七曽司 172-8 上田町二丁目 172-8

羽屋 七曽司 172-9 上田町二丁目 172-9

羽屋 七曽司 172-10 上田町二丁目 172-10

羽屋 七曽司 172-11 上田町二丁目 172-11

羽屋 七曽司 172-12 上田町二丁目 172-12

羽屋 七曽司 172-13 上田町二丁目 172-13

羽屋 七曽司 172-14 上田町二丁目 172-14

羽屋 七曽司 172-15 上田町二丁目 172-15

羽屋 七曽司 172-16 上田町二丁目 172-16

羽屋 井戸 173-1 上田町二丁目 173-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 井戸 173-2 上田町二丁目 173-2

羽屋 井戸 173-3 上田町二丁目 173-3

羽屋 井戸 173-4 上田町二丁目 173-4

羽屋 井戸 173-5 上田町二丁目 173-5

羽屋 井戸 173-6 上田町二丁目 173-6

羽屋 井戸 173-7 上田町二丁目 173-7

羽屋 井戸 173-8 上田町二丁目 173-8

羽屋 井戸 174-1 上田町二丁目 174-1

羽屋 井戸 174-2 上田町二丁目 174-2

羽屋 井戸 174-3 上田町二丁目 174-3

羽屋 井戸 174-5 上田町二丁目 174-5

羽屋 井戸 174-6 上田町二丁目 174-6

羽屋 井戸 174-7 上田町二丁目 174-7

羽屋 井戸 174-8 上田町二丁目 174-8

羽屋 井戸 174-9 上田町二丁目 174-9

羽屋 井戸 174-10 上田町二丁目 174-10

羽屋 井戸 175-1 上田町二丁目 175-1

羽屋 井戸 175-2 上田町二丁目 175-2

羽屋 井戸 175-3 上田町二丁目 175-3

羽屋 井戸 175-4 上田町二丁目 175-4

羽屋 井戸 175-5 上田町二丁目 175-5

羽屋 井戸 175-6 上田町二丁目 175-6

羽屋 井戸 175-7 上田町二丁目 175-7

羽屋 井戸 175-8 上田町二丁目 175-8

羽屋 井戸 175-9 上田町二丁目 175-9

羽屋 井戸 175-10 上田町二丁目 175-10

羽屋 井戸 175-11 上田町二丁目 175-11

羽屋 井戸 175-12 上田町二丁目 175-12

羽屋 井戸 175-13 上田町二丁目 175-13

羽屋 井戸 175-14 上田町二丁目 175-14
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 井戸 176-1 上田町二丁目 176-1

羽屋 井戸 176-2 上田町二丁目 176-2

羽屋 井戸 176-3 上田町二丁目 176-3

羽屋 井戸 176-4 上田町二丁目 176-4

羽屋 井戸 176-5 上田町二丁目 176-5

羽屋 井戸 176-6 上田町二丁目 176-6

羽屋 井戸 176-7 上田町二丁目 176-7

羽屋 井戸 176-8 上田町二丁目 176-8

羽屋 井戸 176-9 上田町二丁目 176-9

羽屋 井戸 176-10 上田町二丁目 176-10

羽屋 井戸 176-11 上田町二丁目 176-11

羽屋 上七曽司 177-1 上田町一丁目 177-1

羽屋 上七曽司 177-2 上田町一丁目 177-2

羽屋 上七曽司 177-3 上田町一丁目 177-3

羽屋 上七曽司 177-4 上田町一丁目 177-4

羽屋 上七曽司 177-5 上田町一丁目 177-5

羽屋 上七曽司 177-6 上田町一丁目 177-6

羽屋 上七曽司 177-7 上田町一丁目 177-7

羽屋 上七曽司 179-1 上田町一丁目 179-1

羽屋 上七曽司 179-2 上田町一丁目 179-2

羽屋 上七曽司 179-3 上田町一丁目 179-3

羽屋 上七曽司 179-4 上田町一丁目 179-4

羽屋 上七曽司 179-5 上田町一丁目 179-5

羽屋 上七曽司 179-6 上田町一丁目 179-6

羽屋 上七曽司 179-7 上田町一丁目 179-7

羽屋 上七曽司 179-8 上田町一丁目 179-8

羽屋 上七曽司 179-9 上田町一丁目 179-9

羽屋 上七曽司 179-10 上田町一丁目 179-10

羽屋 上七曽司 179-11 上田町一丁目 179-11

羽屋 上七曽司 179-12 上田町一丁目 179-12
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 上七曽司 179-13 上田町一丁目 179-13

羽屋 上七曽司 179-14 上田町一丁目 179-14

羽屋 上七曽司 179-15 上田町一丁目 179-15

羽屋 上七曽司 179-16 上田町一丁目 179-16

羽屋 上七曽司 179-17 上田町一丁目 179-17

羽屋 上七曽司 179-18 上田町一丁目 179-18

羽屋 上七曽司 179-19 上田町一丁目 179-19

羽屋 上七曽司 179-20 上田町一丁目 179-20

羽屋 上七曽司 179-21 上田町一丁目 179-21

羽屋 上七曽司 180-2 上田町一丁目 180-2

羽屋 上七曽司 181-2 上田町一丁目 181-2

羽屋 上七曽司 182-1 上田町一丁目 182-1

羽屋 上七曽司 182-2 上田町一丁目 182-2

羽屋 上七曽司 182-3 上田町一丁目 182-3

羽屋 上七曽司 182-4 上田町一丁目 182-4

羽屋 上七曽司 182-5 上田町一丁目 182-5

羽屋 上七曽司 182-6 上田町一丁目 182-6

羽屋 上七曽司 182-7 上田町一丁目 182-7

羽屋 上七曽司 182-8 上田町一丁目 182-8

羽屋 煤田 183-1 上田町一丁目 183-1

羽屋 煤田 183-2 上田町一丁目 183-2

羽屋 煤田 183-3 上田町一丁目 183-3

羽屋 煤田 183-4 上田町一丁目 183-4

羽屋 煤田 183-5 上田町一丁目 183-5

羽屋 煤田 183-6 上田町一丁目 183-6

羽屋 煤田 183-7 上田町一丁目 183-7

羽屋 煤田 183-8 上田町一丁目 183-8

羽屋 煤田 183-9 上田町一丁目 183-9

羽屋 煤田 184-1 上田町一丁目 184-1

羽屋 煤田 184-2 上田町一丁目 184-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

羽屋 煤田 184-4 上田町一丁目 184-4

羽屋 煤田 184-5 上田町一丁目 184-5

羽屋 煤田 184-6 上田町一丁目 184-6

羽屋 煤田 184-7 上田町一丁目 184-7

羽屋 煤田 184-8 上田町一丁目 184-8

羽屋 煤田 184-9 上田町一丁目 184-9

羽屋 煤田 184-10 上田町一丁目 184-10

羽屋 煤田 184-11 上田町一丁目 184-11

羽屋 鋤崎 187-1 上田町二丁目 187-1

羽屋 鋤崎 187-2 上田町二丁目 187-2

羽屋 鋤崎 187-3 上田町二丁目 187-3

羽屋 鋤崎 187-4 上田町二丁目 187-4

羽屋 鋤崎 188-1 上田町二丁目 188-1

羽屋 鋤崎 188-4 上田町二丁目 188-4

羽屋 鋤崎 188-5 上田町二丁目 188-5

羽屋 鋤崎 188-6 上田町二丁目 188-6
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旧 新 地 番 対 照 簿

大 字 古 国 府



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

古国府 カモ田 175-1 南太平寺四丁目 175-1

古国府 カモ田 175-2 南太平寺四丁目 175-2

古国府 カモ田 175-3 南太平寺四丁目 175-3

古国府 カモ田 176-1 南太平寺四丁目 176-1

古国府 カモ田 176-2 南太平寺四丁目 176-2

古国府 カモ田 176-3 南太平寺四丁目 176-3

古国府 カモ田 176-4 南太平寺四丁目 176-4

古国府 カモ田 176-5 南太平寺四丁目 176-5

古国府 カモ田 176-6 南太平寺四丁目 176-6

古国府 カモ田 176-7 南太平寺四丁目 176-7

古国府 カモ田 176-8 南太平寺四丁目 176-8

古国府 カモ田 176-9 南太平寺四丁目 176-9

古国府 カモ田 176-10 南太平寺四丁目 176-10

古国府 カモ田 176-11 南太平寺四丁目 176-11

古国府 カモ田 176-12 南太平寺四丁目 176-12

古国府 カモ田 176-13 南太平寺四丁目 176-13

古国府 カモ田 176-14 南太平寺四丁目 176-14

古国府 カモ田 177-1 南太平寺四丁目 177-1

古国府 カモ田 177-2 南太平寺四丁目 177-2

古国府 カモ田 177-3 南太平寺四丁目 177-3

古国府 カモ田 177-4 南太平寺四丁目 177-4

古国府 カモ田 178-1 南太平寺四丁目 178-1

古国府 カモ田 178-2 南太平寺四丁目 178-2

古国府 カモ田 178-3 南太平寺四丁目 178-3

古国府 カモ田 178-4 南太平寺四丁目 178-4

古国府 カモ田 178-5 南太平寺四丁目 178-5

古国府 カモ田 178-6 南太平寺四丁目 178-6

古国府 カモ田 178-7 南太平寺四丁目 178-7

古国府 カモ田 178-8 南太平寺四丁目 178-8

古国府 カモ田 178-9 南太平寺四丁目 178-9

旧新地番対照簿

旧 新
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

古国府 カモ田 178-10 南太平寺四丁目 178-10

古国府 カモ田 178-11 南太平寺四丁目 178-11

古国府 カモ田 178-12 南太平寺四丁目 178-12

古国府 カモ田 178-13 南太平寺四丁目 178-13

古国府 カモ田 179-1 南太平寺四丁目 179-1

古国府 カモ田 179-2 南太平寺四丁目 179-2

古国府 カモ田 179-3 南太平寺四丁目 179-3

古国府 カモ田 180-1 南太平寺四丁目 180-1

古国府 カモ田 180-2 南太平寺四丁目 180-2

古国府 カモ田 180-3 南太平寺四丁目 180-3

古国府 カモ田 181-1 南太平寺四丁目 181-1

古国府 カモ田 181-2 南太平寺四丁目 181-2

古国府 カモ田 181-3 南太平寺四丁目 181-3

古国府 橋ノ本 182-1 南太平寺四丁目 182-1

古国府 橋ノ本 182-2 南太平寺四丁目 182-2

古国府 橋ノ本 182-3 南太平寺四丁目 182-3

古国府 橋ノ本 182-4 南太平寺四丁目 182-4

古国府 橋ノ本 182-5 南太平寺四丁目 182-5

古国府 橋ノ本 182-6 南太平寺四丁目 182-6

古国府 橋ノ本 182-7 南太平寺四丁目 182-7

古国府 橋ノ本 182-8 南太平寺四丁目 182-8

古国府 橋ノ本 182-9 南太平寺四丁目 182-9

古国府 橋ノ本 182-10 南太平寺四丁目 182-10

古国府 橋ノ本 182-11 南太平寺四丁目 182-11

古国府 橋ノ本 182-12 南太平寺四丁目 182-12

古国府 橋ノ本 182-13 南太平寺四丁目 182-13

古国府 橋ノ本 182-14 南太平寺四丁目 182-14

古国府 橋ノ本 182-15 南太平寺四丁目 182-15

古国府 橋ノ本 182-16 南太平寺四丁目 182-16

古国府 橋ノ本 182-17 南太平寺四丁目 182-17
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

古国府 橋ノ本 182-18 南太平寺四丁目 182-18

古国府 橋ノ本 182-19 南太平寺四丁目 182-19

古国府 橋ノ本 183-2 南太平寺四丁目 183-2

古国府 橋ノ本 183-3 南太平寺四丁目 183-3

古国府 橋ノ本 184-1 南太平寺四丁目 184-1

古国府 橋ノ本 184-2 南太平寺四丁目 184-2

古国府 橋ノ本 184-3 南太平寺四丁目 184-3

古国府 橋ノ本 184-4 南太平寺四丁目 184-4

古国府 橋ノ本 185-2 南太平寺四丁目 185-2

古国府 橋ノ本 186-1 南太平寺四丁目 186-1

古国府 橋ノ本 186-2 南太平寺四丁目 186-2

古国府 橋ノ本 186-3 南太平寺四丁目 186-3

古国府 橋ノ本 186-4 南太平寺四丁目 186-4

古国府 橋ノ本 186-5 南太平寺四丁目 186-5

古国府 橋ノ本 186-6 南太平寺四丁目 186-6

古国府 橋ノ本 186-7 南太平寺四丁目 186-7

古国府 橋ノ本 186-8 南太平寺四丁目 186-8

古国府 橋ノ本 186-9 南太平寺四丁目 186-9

古国府 橋ノ本 186-10 南太平寺四丁目 186-10

古国府 橋ノ本 186-11 南太平寺四丁目 186-11

古国府 橋ノ本 186-12 南太平寺四丁目 186-12

古国府 橋ノ本 186-13 南太平寺四丁目 186-13

古国府 橋ノ本 186-14 南太平寺四丁目 186-14

古国府 橋ノ本 186-15 南太平寺四丁目 186-15

古国府 橋ノ本 186-16 南太平寺四丁目 186-16

古国府 橋ノ本 186-17 南太平寺四丁目 186-17

古国府 橋ノ本 186-18 南太平寺四丁目 186-18

古国府 橋ノ本 186-19 南太平寺四丁目 186-19

古国府 橋ノ本 186-20 南太平寺四丁目 186-20

古国府 橋ノ本 186-21 南太平寺四丁目 186-21

- 78 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

古国府 橋ノ本 186-22 南太平寺四丁目 186-22

古国府 橋ノ本 187-1 南太平寺四丁目 187-1

古国府 橋ノ本 187-2 南太平寺四丁目 187-2

古国府 橋ノ本 187-3 南太平寺四丁目 187-3

古国府 橋ノ本 187-4 南太平寺四丁目 187-4

古国府 橋ノ本 187-5 南太平寺四丁目 187-5

古国府 橋ノ本 187-6 南太平寺四丁目 187-6

古国府 橋ノ本 187-7 南太平寺四丁目 187-7

古国府 平生分 188-1 南太平寺四丁目 188-1

古国府 平生分 188-2 南太平寺四丁目 188-2

古国府 平生分 188-3 南太平寺四丁目 188-3

古国府 平生分 188-4 南太平寺四丁目 188-4

古国府 平生分 188-5 南太平寺四丁目 188-5

古国府 平生分 188-6 南太平寺四丁目 188-6

古国府 平生分 188-7 南太平寺四丁目 188-7

古国府 平生分 188-8 南太平寺四丁目 188-8

古国府 平生分 188-9 南太平寺四丁目 188-9

古国府 平生分 188-10 南太平寺四丁目 188-10

古国府 平生分 189-1 南太平寺四丁目 189-1

古国府 平生分 189-2 南太平寺四丁目 189-2

古国府 平生分 189-3 南太平寺四丁目 189-3

古国府 平生分 189-4 南太平寺四丁目 189-4

古国府 平生分 189-5 南太平寺四丁目 189-5

古国府 平生分 189-6 南太平寺四丁目 189-6

古国府 平生分 189-7 南太平寺四丁目 189-7

古国府 平生分 189-8 南太平寺四丁目 189-8

古国府 平生分 189-9 南太平寺四丁目 189-9

古国府 平生分 189-10 南太平寺四丁目 189-10

古国府 平生分 190-2 南太平寺四丁目 190-2

古国府 平生分 190-3 南太平寺四丁目 190-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧新地番対照簿

旧 新

古国府 平生分 190-4 南太平寺四丁目 190-4

古国府 平生分 190-5 南太平寺四丁目 190-5

古国府 平生分 190-6 南太平寺四丁目 190-6

古国府 平生分 190-7 南太平寺四丁目 190-7

古国府 平生分 191-2 南太平寺四丁目 191-2

古国府 平生分 191-3 南太平寺四丁目 191-3

古国府 平生分 191-4 南太平寺四丁目 191-4

古国府 平生分 191-5 南太平寺四丁目 191-5

古国府 平生分 191-6 南太平寺四丁目 191-6

古国府 平生分 191-7 南太平寺四丁目 191-7

古国府 平生分 192-1 南太平寺四丁目 192-1

古国府 平生分 192-2 南太平寺四丁目 192-2

古国府 平生分 192-4 南太平寺四丁目 192-4

古国府 平生分 192-5 南太平寺四丁目 192-5

古国府 平生分 192-14 南太平寺四丁目 192-14

古国府 平生分 192-15 南太平寺四丁目 192-15

古国府 平生分 192-16 南太平寺四丁目 192-16

古国府 平生分 192-17 南太平寺四丁目 192-17

古国府 平生分 193-2 南太平寺四丁目 193-2

古国府 平生分 193-3 南太平寺四丁目 193-3

古国府 平生分 193-4 南太平寺四丁目 193-4

古国府 平生分 193-12 南太平寺四丁目 193-12

古国府 平生分 193-22 南太平寺四丁目 193-22
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不 突 合 リ ス ト



大字 小字 地番 町名 地番

古国府 橋ノ本 185-2 南太平寺四丁目 185-2

大字 小字 地番 町名 地番

羽屋 日吉田 148-3 上田町一丁目 148-3

羽屋 七曽司 169-4 上田町二丁目 169-4

永興 上太平寺 1674 南太平寺一丁目 1674

旧 新

不突合リスト

字図に無し要約書に有り

旧 新

字図に有り要約書に無し
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