
　(H29.1.7現在）
　　　　　　　　　　★は法人

公　　　称 通　　　称

大字下郡164番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手2番6号

大字下郡165番地の1 南下郡17組の1C 下郡山の手2番3号

★ 大字下郡167番地の3 下郡山の手2番17号

大字下郡167番地の3 南下郡17組の1 下郡山の手2番17号

★ 大字下郡170番地の1 南下郡17組 下郡山の手2番19号

★ 大字下郡170番地の4 下郡山の手2番18号

大字下郡174番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手2番10号

★ 大字下郡174番地の1 下郡山の手2番10号

大字下郡174番地の4 南下郡17組の1 下郡山の手2番8号

大字下郡175番地の1 南下郡17組の1B 下郡山の手2番12号

大字下郡175番地の1 南下郡17組の1B 下郡山の手2番13号

大字下郡178番地の1 南下郡17組の1A 下郡山の手2番21号

大字下郡178番地の1 南下郡17組の1A 下郡山の手2番22号

大字下郡179番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手1番32号

大字下郡179番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手1番33号

★ 大字下郡179番地の1 下郡山の手1番27号

★ 大字下郡180番地の4 下郡山の手1番30号

★ 大字下郡181番地の1 下郡山の手1番27号

大字下郡181番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手1番27号

大字下郡182番地の5 南下郡17組の1 下郡山の手1番22号

大字下郡182番地の5 南下郡17組の1 下郡山の手1番23号

大字下郡182番地の7 南下郡17組の1 下郡山の手1番21号

大字下郡193番地の7 南下郡17組の1 下郡山の手1番4号

大字下郡195番地の11 南下郡17組の1 下郡山の手1番9号

大字下郡195番地の7 南下郡17組の1 下郡山の手1番5号

大字下郡195番地の8 南下郡17組の1 下郡山の手1番6号

大字下郡195番地の9 南下郡17組の1 下郡山の手1番7号

大字下郡196番地の10 南下郡17組の1 下郡山の手1番17号

大字下郡196番地の5 南下郡17組の1 下郡山の手1番12号

大字下郡196番地の6 南下郡17組の1 下郡山の手1番15号

大字下郡196番地の7 南下郡17組の1A 下郡山の手1番13号

大字下郡202番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手1番37号

大字下郡206番地の3 南下郡17組の1 下郡山の手2番27号

大字下郡211番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手2番34号

大字下郡214番地の2 南下郡17組の1 下郡山の手2番38号

★ 大字下郡222番地 南下郡17組の1 下郡山の手2番46号

★ 大字下郡222番地の2 下郡山の手2番54号

★ 大字下郡227番地の1 南下郡17組の1 下郡山の手2番60号

住居表示旧新対照簿（下郡山の手）

新　住　所
旧　住　所



★ 大字下郡231番地の3 下郡山の手2番53号

★ 大字下郡645番地 南下郡17組の1 下郡山の手2番61号

大字下郡666番地の18 南下郡14組の1 下郡山の手14番7号

大字下郡666番地の21 南下郡14組の1 下郡山の手14番8号

★ 大字下郡666番地の22 南下郡14組の1 下郡山の手16番10号

大字下郡666番地の22 南下郡14組の1 下郡山の手16番10号

大字下郡666番地の25 南下郡14組の1 下郡山の手16番7号

大字下郡666番地の26 南下郡14組の1 下郡山の手16番2号

大字下郡666番地の27 南下郡14組の1 下郡山の手16番3号

大字下郡666番地の8 南下郡14組の1 下郡山の手14番10号

大字下郡692番地の2 南下郡14組の2 下郡山の手13番15号

大字下郡692番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手13番14号

大字下郡692番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手13番13号

★ 大字下郡693番地の1 下郡山の手13番1号

大字下郡693番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手13番8号

大字下郡694番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手13番17号

大字下郡695番地の15 南下郡14組の2 下郡山の手15番3号

大字下郡695番地の4 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番2号

大字下郡695番地の7 南下郡14組の2 下郡山の手12番36号

大字下郡700番地の10 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番24号

大字下郡700番地の16 南下郡14組の2の1 下郡山の手9番33号

大字下郡700番地の2 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番29号

大字下郡700番地の29 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番32号

大字下郡700番地の3 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番28号

大字下郡700番地の31 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番25号

大字下郡700番地の32 南下郡14組の2の1 下郡山の手9番2号

大字下郡700番地の34 南下郡14組の2の1 下郡山の手9番4号

大字下郡700番地の4 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番27号

★ 大字下郡700番地の44 下郡山の手15番12号

★ 大字下郡700番地の48 南下郡14組の2 下郡山の手15番5号

大字下郡700番地の48 南下郡14組の2 下郡山の手15番5号

大字下郡700番地の49 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番8号

大字下郡700番地の63 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番19号

大字下郡700番地の64 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番20号

大字下郡700番地の69 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番7号

大字下郡700番地の70 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番8号

大字下郡700番地の71 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番9号

大字下郡700番地の72 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番10号

大字下郡700番地の73 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番29号

大字下郡700番地の74 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番28号

大字下郡700番地の75 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番25号

大字下郡700番地の76 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番24号

大字下郡700番地の77 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番23号



大字下郡700番地の78 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番16号

大字下郡700番地の79 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番17号

大字下郡700番地の8 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番17号

大字下郡700番地の87 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番32号

大字下郡700番地の9 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番21号

大字下郡707番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手12番33号

大字下郡708番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手3番36号

大字下郡708番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手12番24号

大字下郡710番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手12番28号

大字下郡710番地の12 南下郡14組の2 下郡山の手12番27号

★ 大字下郡716番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手10番24号

大字下郡716番地の11 南下郡14組の2 下郡山の手11番18号

大字下郡716番地の12 南下郡14組の2 下郡山の手10番23号

大字下郡716番地の17 南下郡14組の2 下郡山の手10番14号

大字下郡716番地の2 南下郡14組の2 下郡山の手11番16号

大字下郡716番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手10番16号

大字下郡716番地の7 南下郡14組の2 下郡山の手10番18号

大字下郡716番地の8 南下郡14組の2 下郡山の手10番21号

大字下郡718番地の11 南下郡14組の2 下郡山の手10番4号

大字下郡718番地の12 南下郡14組の2 下郡山の手10番6号

大字下郡718番地の2 南下郡14組の2 下郡山の手11番14号

大字下郡718番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手10番7号

大字下郡718番地の8 南下郡14組の2 下郡山の手10番1号

大字下郡719番地 南下郡14組の2 下郡山の手12番15号

★ 大字下郡720番地の6 南下郡14-2 下郡山の手12番11号

大字下郡720番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手12番12号

大字下郡722番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手11番13号

大字下郡722番地の2 南下郡14組の2 下郡山の手11番8号

大字下郡722番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手11番7号

大字下郡722番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手11番12号

大字下郡723番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手4番29号

大字下郡724番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手4番31号

大字下郡724番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手4番33号

大字下郡725番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手12番2号

大字下郡726番地の1 南下郡14組の2B 下郡山の手12番9号

大字下郡726番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手12番6号

大字下郡726番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手12番5号

大字下郡726番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手12番7号

大字下郡727番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手4番35号

大字下郡728番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手4番40号

大字下郡728番地の3 南下郡14組の2 下郡山の手4番41号

大字下郡730番地 南下郡14組の2 下郡山の手12番13号

大字下郡731番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手4番45号



大字下郡731番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手4番46号

大字下郡732番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手12番20号

大字下郡732番地の5 南下郡14組の2 下郡山の手12番22号

大字下郡732番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手3番32号

大字下郡732番地の7 南下郡14組の2C 下郡山の手3番34号

大字下郡732番地の9 南下郡14組の2 下郡山の手12番19号

大字下郡754番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手3番24号

大字下郡757番地 南下郡14組の2 下郡山の手4番37号

★ 大字下郡757番地 南下郡14組の2 下郡山の手4番37号

大字下郡757番地 南下郡14組の2 下郡山の手4番38号

★ 大字下郡757番地 南下郡14組の2 下郡山の手4番38号

大字下郡759番地の1 南下郡17組 下郡山の手4番64号

大字下郡759番地の1 南下郡17組 下郡山の手4番67号

大字下郡759番地の1 南下郡17組 下郡山の手4番68号

大字下郡760番地の3 南下郡17組 下郡山の手4番58号

大字下郡760番地の3 南下郡17組 下郡山の手4番59号

大字下郡760番地の3 南下郡17組 下郡山の手4番60号

大字下郡761番地の1 南下郡17組 下郡山の手4番65号

大字下郡761番地の1 南下郡17組 下郡山の手4番66号

大字下郡762番地の1 南下郡17組 下郡山の手3番1号

大字下郡768番地の1 南下郡14組の5 下郡山の手4番3号

大字下郡768番地の10 南下郡14組の5 下郡山の手4番7号

大字下郡768番地の11 南下郡14組の5 下郡山の手4番6号

大字下郡768番地の12 南下郡14組の5 下郡山の手4番5号

大字下郡768番地の13 南下郡14組の5 下郡山の手4番4号

大字下郡854番地の1 南下郡14組の5 下郡山の手4番13号

大字下郡854番地の10 南下郡14組の5 下郡山の手4番16号

★ 大字下郡854番地の8 下郡山の手4番18号

大字下郡855番地の5 南下郡14組の5 下郡山の手4番12号

大字下郡855番地の6 南下郡14組の5 下郡山の手4番11号

大字下郡855番地の7 南下郡14組の5 下郡山の手4番10号

大字下郡855番地の8 南下郡14組の5 下郡山の手4番9号

大字下郡855番地の9 南下郡14組の5 下郡山の手4番8号

大字下郡856番地の2 南下郡14組の3 下郡山の手4番23号

大字下郡856番地の4 下郡山の手4番26号

大字下郡857番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手4番27号

大字下郡857番地の4 南下郡14組の2 下郡山の手4番25号

大字下郡857番地の6 南下郡14組の2 下郡山の手4番28号

大字下郡858番地 南下郡14組の2 下郡山の手11番3号

大字下郡858番地 南下郡14組の2 下郡山の手11番4号

大字下郡858番地 南下郡14組の2 下郡山の手11番5号

大字下郡859番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手6番10号

大字下郡859番地の11 南下郡14組の1 下郡山の手6番19号



大字下郡859番地の12 南下郡14組の1 下郡山の手6番18号

大字下郡859番地の13 南下郡14組の1 下郡山の手6番17号

大字下郡859番地の14 南下郡14組の1 下郡山の手6番15号

大字下郡859番地の15 南下郡14組の1 下郡山の手6番12号

大字下郡859番地の17 南下郡14組の1 下郡山の手6番8号

大字下郡859番地の18 南下郡14組の1 下郡山の手6番6号

大字下郡859番地の3 南下郡14組の3 下郡山の手6番5号

大字下郡859番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手6番9号

大字下郡861番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手5番21号

大字下郡861番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手5番19号

大字下郡861番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手5番17号

大字下郡862番地の1 南下郡14組の3 下郡山の手5番14号

大字下郡862番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手5番8号

大字下郡862番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手5番7号

大字下郡862番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手5番9号

大字下郡866番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手5番4号

大字下郡866番地の7 南下郡14組の1 下郡山の手5番6号

大字下郡866番地の8 南下郡14組の1 下郡山の手5番5号

大字下郡870番地の2 南下郡14組の3 下郡山の手19番9号

大字下郡871番地 南下郡14組の3 下郡山の手19番6号

★ 大字下郡871番地 南下郡14組の3 下郡山の手19番6号

大字下郡874番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手19番16号

大字下郡874番地の8 南下郡14組の3 下郡山の手19番14号

大字下郡876番地の1 南下郡14組の3 下郡山の手6番1号

大字下郡879番地の10 南下郡14組の1 下郡山の手6番33号

★ 大字下郡879番地の10 南下郡14組の1 下郡山の手6番33号

大字下郡879番地の11 南下郡14組の1 下郡山の手6番31号

大字下郡879番地の13 南下郡14組の1 下郡山の手6番29号

大字下郡879番地の14 南下郡14組の1A 下郡山の手6番14号

大字下郡879番地の15 南下郡14組の3 下郡山の手6番13号

大字下郡879番地の19 南下郡14組の1 下郡山の手6番28号

★ 大字下郡879番地の19 南下郡14組の1 下郡山の手6番28号

大字下郡879番地の20 南下郡14組の1 下郡山の手6番25号

大字下郡879番地の21 南下郡14組の1 下郡山の手6番24号

大字下郡879番地の22 南下郡14組の1 下郡山の手6番22号

大字下郡879番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手19番18号

大字下郡879番地の7 南下郡14組の1 下郡山の手6番38号

大字下郡879番地の8 南下郡14組の1 下郡山の手6番36号

大字下郡879番地の9 南下郡14組の1 下郡山の手6番34号

大字下郡880番地の2 南下郡14組の3 下郡山の手19番19号

大字下郡884番地 南下郡14組の1A 下郡山の手7番1号

大字下郡884番地 南下郡14組の1A 下郡山の手7番3号

大字下郡884番地 南下郡14組の1A 下郡山の手7番5号



大字下郡884番地 南下郡14組の1A 下郡山の手7番7号

大字下郡887番地の1 南下郡14組の1D 下郡山の手7番14号

大字下郡887番地の1 南下郡14組の1D 下郡山の手7番16号

大字下郡887番地の1 南下郡14組の1D 下郡山の手7番18号

大字下郡887番地の1 南下郡14組の1D 下郡山の手7番20号

大字下郡890番地の2 南下郡14組の1B 下郡山の手8番5号

大字下郡892番地の1 南下郡14組の2 下郡山の手10番25号

大字下郡894番地の10 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番19号

大字下郡894番地の8 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番21号

大字下郡894番地の9 南下郡14組の2の2 下郡山の手9番20号

大字下郡898番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手8番11号

大字下郡901番地の15 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番34号

大字下郡901番地の16 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番39号

大字下郡901番地の18 南下郡14組の2の1 下郡山の手9番36号

大字下郡901番地の31 南下郡14組の2の1 下郡山の手15番35号

大字下郡905番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手16番31号

大字下郡909番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手16番18号

大字下郡909番地の13 南下郡14組の1上 下郡山の手14番20号

大字下郡909番地の16 南下郡14組の1上 下郡山の手14番25号

★ 大字下郡909番地の18 南下郡14組の1 下郡山の手14番18号

大字下郡909番地の21 南下郡14組の1 下郡山の手14番15号

★ 大字下郡909番地の21 南下郡14組の1 下郡山の手14番15号

大字下郡909番地の23 南下郡14組の1 下郡山の手16番13号

大字下郡909番地の25 南下郡14組の1 下郡山の手14番19号

大字下郡909番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手16番18号

大字下郡909番地の39 南下郡14組の1 下郡山の手14番18号

大字下郡909番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手16番16号

大字下郡909番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手14番27号

★ 大字下郡909番地の6 下郡山の手14番33号

大字下郡909番地の7 南下郡14組の1 下郡山の手14番23号

大字下郡909番地の8 南下郡14組の1 下郡山の手14番21号

大字下郡921番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手14番28号

大字下郡921番地の6 南下郡14組の1 下郡山の手16番20号

大字下郡929番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手17番19号

大字下郡929番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手17番17号

大字下郡929番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手17番15号

大字下郡933番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手17番16号

大字下郡933番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手17番24号

大字下郡933番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手17番27号

大字下郡955番地 南下郡14組の1上 下郡山の手17番34号

大字下郡955番地の2 南下郡14組の1上 下郡山の手17番35号

大字下郡957番地の1 南下郡14組の1上 下郡山の手17番34号

大字下郡1013番地の10 南下郡14組の1C 下郡山の手18番7号



大字下郡1013番地の11 南下郡14組の1C 下郡山の手18番8号

大字下郡1013番地の12 南下郡14組の1C 下郡山の手18番9号

大字下郡1013番地の13 南下郡14組の1C 下郡山の手18番10号

大字下郡1013番地の14 南下郡14組の1C 下郡山の手18番11号

大字下郡1013番地の15 南下郡14組の1C 下郡山の手18番12号

大字下郡1013番地の16 南下郡14組の1C 下郡山の手18番15号

大字下郡1013番地の17 南下郡14組の1C 下郡山の手18番16号

大字下郡1013番地の18 南下郡14組の1C 下郡山の手18番18号

大字下郡1013番地の19 南下郡14組の1C 下郡山の手18番13号

大字下郡1013番地の3 南下郡14組の1 下郡山の手18番1号

大字下郡1013番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手18番5号

大字下郡1017番地の10 南下郡14組の1 下郡山の手18番58号

大字下郡1017番地の14 南下郡14組の1 下郡山の手18番55号

大字下郡1017番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手18番60号

大字下郡1017番地の9 南下郡14組の1 下郡山の手18番59号

大字下郡1019番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手18番67号

★ 大字下郡1019番地の2 南下郡東14組の1 下郡山の手18番68号

大字下郡1030番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手19番49号

大字下郡1031番地の1 南下郡14組の1 下郡山の手19番53号

大字下郡1031番地の5 南下郡14組の1 下郡山の手19番54号

大字下郡1037番地の1 南下郡14組の3 下郡山の手20番18号

大字下郡1037番地の5 南下郡14組の3 下郡山の手20番17号

大字下郡1037番地の6 南下郡14組の3 下郡山の手20番16号

大字下郡1039番地の5 南下郡14組の3 下郡山の手19番34号

大字下郡1039番地の6 南下郡14組の3 下郡山の手19番29号

大字下郡1039番地の7 南下郡14組の3 下郡山の手19番30号

大字下郡1039番地の8 南下郡14組の3 下郡山の手19番31号

大字下郡1039番地の9 南下郡14組の3 下郡山の手19番33号

大字下郡1040番地の2 南下郡14組の1 下郡山の手19番47号

大字下郡1040番地の4 南下郡14組の1 下郡山の手19番46号

大字下郡1041番地の11 南下郡14組の1 下郡山の手18番33号

大字下郡1041番地の4 南下郡14組の3B 下郡山の手19番37号

大字下郡1041番地の7 南下郡14組の3 下郡山の手19番39号

大字下郡1043番地の10 南下郡14組の3 下郡山の手20番11号

大字下郡1043番地の12 南下郡14組の3 下郡山の手20番12号

大字下郡1043番地の13 南下郡14組の3 下郡山の手20番13号

大字下郡1043番地の5 南下郡14組の3 下郡山の手20番10号

大字下郡1043番地の8 南下郡14組の3 下郡山の手20番9号

大字下郡1043番地の9 南下郡14組の3 下郡山の手20番8号

大字下郡1044番地の1 南下郡14組の3 下郡山の手20番7号

★ 大字下郡1045番地の5 下郡山の手20番1号

大字下郡1045番地の5 南下郡14組の3 下郡山の手20番2号

★ 大字下郡字山崎176番地の1 下郡山の手2番16号



★ 大字下郡字野入202番地の1 下郡山の手1番37号

★ 大字下郡字野入226番地の5 下郡山の手3番50号

★ 大字下郡字野入230番地の1 下郡山の手2番56号

★ 大字下郡柚木890番地の4 下郡山の手8番4号

★ 南下郡14-1 下郡山の手14番28号

★ 南下郡14-3 下郡山の手4番23号

★ 南下郡14の3 下郡山の手20番16号

★ 南下郡14組の3 下郡山の手19番14号

★ 南下郡東14組の1 下郡山の手17番1号


