
生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋１番地１ 生野屋南三丁目６番１号
大字生野屋２番地１３ 生野屋南三丁目９番３号
大字生野屋２番地１３ 生野屋南三丁目９番３号
大字生野屋２番地３ 生野屋南三丁目９番１６号
大字生野屋３番地３９ 生野屋西三丁目１８番２号
大字生野屋１５番地１１ 生野屋南三丁目５番１１号
大字生野屋１５番地１４ 生野屋南三丁目５番１２号
大字生野屋１５番地１５ 生野屋南三丁目５番２０号
大字生野屋１５番地１６ 生野屋南三丁目５番１３号
大字生野屋１５番地２１ 生野屋南三丁目５番１号
大字生野屋１５番地２１ 生野屋南三丁目５番１号
大字生野屋１５番地２３ 生野屋南三丁目５番３号
大字生野屋１５番地２３ 生野屋南三丁目５番３号
大字生野屋１５番地２４ 生野屋南三丁目５番５号
大字生野屋１５番地２６ 生野屋南三丁目５番６号
大字生野屋１５番地２９ 生野屋南三丁目５番７号
大字生野屋１５番地５ 生野屋南三丁目５番２５号
大字生野屋１５番地５ 生野屋南三丁目５番２５号
大字生野屋１５番地５ 生野屋南三丁目５番２５号
大字生野屋１５番地７ 生野屋南三丁目５番２３号
大字生野屋３０番地１ 生野屋南三丁目４番１号
大字生野屋３０番地２ 生野屋南三丁目４番８号
大字生野屋３０番地６ 生野屋南三丁目４番７号
大字生野屋３０番地７ 生野屋南三丁目４番６号
大字生野屋３２番地１０ 生野屋南三丁目３番５号
大字生野屋３２番地３ 生野屋南三丁目３番１号
大字生野屋３３番地２ 生野屋南三丁目３番１４号
大字生野屋３３番地３ 生野屋南三丁目３番７号
大字生野屋３３番地６ 生野屋南三丁目３番１１号
大字生野屋３３番地７ 生野屋南三丁目３番１０号
大字生野屋３３番地８ 生野屋南三丁目３番８号
大字生野屋３４番地４ 生野屋南三丁目３番４０号
大字生野屋３４番地４ 生野屋南三丁目３番４０号
大字生野屋３８番地３ 生野屋南三丁目９番１７号
大字生野屋３８番地４ 生野屋南三丁目９番１８号
大字生野屋３８番地４ 生野屋南三丁目９番１８号
大字生野屋３９番地２ 生野屋南一丁目８番３０号
大字生野屋３９番地２ 生野屋南一丁目８番３１号
大字生野屋３９番地２ 生野屋南一丁目８番３１号
大字生野屋３９番地２ 生野屋南一丁目８番３１号
大字生野屋３９番地２ 生野屋南一丁目８番３１号
大字生野屋４０番地２３ 生野屋南三丁目９番３３号
大字生野屋４０番地２３ 生野屋南三丁目９番３３号
大字生野屋４４番地１ 生野屋南三丁目３番３３号
大字生野屋４４番地１ 生野屋南三丁目３番３３号
大字生野屋４４番地１ 生野屋南三丁目３番３３号
大字生野屋４５番地 生野屋南三丁目３番３４号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４６番地６ 生野屋南三丁目３番１８号
大字生野屋４６番地７ 生野屋南三丁目３番１６号
大字生野屋５０番地 生野屋南一丁目７番２５号
大字生野屋５１番地 生野屋南三丁目４番３３号
大字生野屋５３番地２ 生野屋南三丁目４番３１号
大字生野屋５４番地１ 生野屋南三丁目４番３５号
大字生野屋６０番地 生野屋南二丁目１番１号
大字生野屋７６番地 生野屋南三丁目２番１８号
大字生野屋７７番地１ 生野屋南三丁目２番２６号
大字生野屋７７番地２ 生野屋南三丁目２番３１号
大字生野屋７９番地 生野屋南三丁目２番１３号
大字生野屋７９番地 生野屋南三丁目２番１３号
大字生野屋８３番地 生野屋南三丁目１番２６号
大字生野屋８５番地１ 生野屋南三丁目１番１５号
大字生野屋９０番地 生野屋南三丁目１番３６号
大字生野屋９１番地１ 生野屋南三丁目１番４１号
大字生野屋１２１番地２ 生野屋南二丁目７番５号
大字生野屋１２１番地２ 生野屋南二丁目７番５号
大字生野屋１２４番地２ 生野屋南二丁目７番２６号
大字生野屋１２５１番地 生野屋西二丁目１２番３０号
大字生野屋１２７番地 生野屋南二丁目７番２７号
大字生野屋１２９番地 生野屋南二丁目７番３２号
大字生野屋１３０番地 生野屋南二丁目６番１号
大字生野屋１３３番地１ 生野屋南二丁目６番６号
大字生野屋１３３番地１ 生野屋南二丁目６番６号
大字生野屋１３９番地 生野屋南二丁目５番２３号
大字生野屋１４２番地 生野屋南二丁目５番１６号
大字生野屋１４５番地 生野屋南二丁目６番１４号
大字生野屋１４５番地 生野屋南二丁目６番１４号
大字生野屋１４５番地２ 生野屋南二丁目６番１０号
大字生野屋１９１番地４ 生野屋南二丁目４番２２号
大字生野屋１９４番地 生野屋南二丁目４番５３号
大字生野屋１９８番地 生野屋南二丁目４番１０号
大字生野屋１９９番地 生野屋南二丁目４番６号
大字生野屋２０１番地 生野屋南二丁目３番２５号
大字生野屋２０６番地 生野屋南二丁目３番１７号
大字生野屋２１０番地 生野屋西一丁目６番５号
大字生野屋２１６番地３ 生野屋南二丁目３番３号
大字生野屋２２０番地１ 生野屋南二丁目３番１０号
大字生野屋２７１番地３ 生野屋南二丁目２番１８号
大字生野屋２７１番地３ 生野屋南二丁目２番１８号
大字生野屋２７７番地１３ 生野屋西一丁目７番１６号
大字生野屋２７９番地 生野屋西一丁目７番１８号
大字生野屋２７９番地２ 生野屋西一丁目７番１８号
大字生野屋２７９番地２ 生野屋西一丁目７番１８号
大字生野屋２７９番地２ 生野屋西一丁目７番１８号
大字生野屋２７９番地２ 生野屋西一丁目７番１８号
大字生野屋２８１番地１１ 生野屋西一丁目８番１１号
大字生野屋２８４番地１ 生野屋西一丁目８番５号
大字生野屋２８６番地１ 生野屋南一丁目３番１３号
大字生野屋２８６番地１ 生野屋南一丁目３番１３号
大字生野屋２８６番地２ 生野屋南一丁目３番５号
大字生野屋２８８番地１ 生野屋南一丁目３番１４号
大字生野屋２８８番地１ 生野屋南一丁目３番１４号
大字生野屋２８９番地 生野屋南一丁目５番６号
大字生野屋２８９番地１ 生野屋南一丁目３番１８号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋２９５番地１ 生野屋南一丁目３番１号
大字生野屋３０１番地５ 生野屋南一丁目２番２５号
大字生野屋３０３番地３ 生野屋南一丁目６番１９号
大字生野屋３０４番地２ 生野屋南一丁目６番２７号
大字生野屋３０６番地２ 生野屋南一丁目５番３号
大字生野屋３０７番地２ 生野屋南一丁目４番１号
大字生野屋３０７番地３ 生野屋南一丁目４番３号
大字生野屋３０７番地５ 生野屋南一丁目４番５号
大字生野屋３０７番地６ 生野屋南一丁目４番１５号
大字生野屋３０７番地７ 生野屋南一丁目４番１８号
大字生野屋３０７番地８ 生野屋南一丁目４番１９号
大字生野屋３０７番地９ 生野屋南一丁目４番２２号
大字生野屋３１０番地４ 生野屋南一丁目５番７号
大字生野屋３１５番地２ 生野屋南一丁目５番１６号
大字生野屋３１９番地５ 生野屋南一丁目７番２６号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目６番５号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目６番５号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目７番１１号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目７番１１号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目７番１１号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目７番１１号
大字生野屋３２１番地 生野屋南一丁目７番１１号
大字生野屋３２４番地４ 生野屋南一丁目６番１号
大字生野屋３２６番地３ 生野屋南一丁目６番５号
大字生野屋３２６番地３ 生野屋南一丁目６番５号
大字生野屋３２７番地１ 生野屋南一丁目８番１号
大字生野屋３２７番地１０ 生野屋南一丁目８番２４号
大字生野屋３２７番地１２ 生野屋南一丁目８番２９号
大字生野屋３２７番地２ 生野屋南一丁目８番５号
大字生野屋３２７番地６ 生野屋南一丁目８番１０号
大字生野屋３２７番地７ 生野屋南一丁目８番１８号
大字生野屋３２７番地８ 生野屋南一丁目８番１４号
大字生野屋３２７番地９ 生野屋南一丁目８番１３号
大字生野屋３２８番地１ 生野屋南一丁目８番２０号
大字生野屋３２９番地３ 生野屋南一丁目８番８号
大字生野屋３２９番地３ 生野屋南一丁目８番８号
大字生野屋３３５番地２ 生野屋南一丁目６番１２号
大字生野屋３３５番地５ 生野屋南一丁目６番１６号
大字生野屋３８１番地１ 生野屋南一丁目１番１号
大字生野屋３８４番地１ 生野屋南一丁目１番１１号
大字生野屋３８４番地９ 生野屋南一丁目１番７号
大字生野屋３８４番地９ 生野屋南一丁目１番１７号
大字生野屋３９０番地９ 生野屋西一丁目９番７号
大字生野屋３９０番地９ 生野屋西一丁目９番８号
大字生野屋３９１番地６ 生野屋西一丁目９番２７号
大字生野屋４２２番地 生野屋西一丁目１番７号
大字生野屋４２３番地１１ 生野屋西一丁目１番４０号
大字生野屋４２３番地３ 生野屋西一丁目１番２号
大字生野屋４２３番地７ 生野屋西一丁目１番３号
大字生野屋４２３番地９ 生野屋西一丁目１番５号
大字生野屋４２４番地 生野屋西一丁目１番８号
大字生野屋４２４番地 生野屋西一丁目１番８号
大字生野屋４２４番地 生野屋西一丁目１番１０号
大字生野屋４２５番地８ 生野屋西一丁目１番１４号
大字生野屋４２５番地９ 生野屋西一丁目１番１３号
大字生野屋４２６番地 生野屋西一丁目１番１６号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４２６番地 生野屋西一丁目１番１６号
大字生野屋４２７番地１１ 生野屋西一丁目１番２８号
大字生野屋４２７番地１２ 生野屋西一丁目１番２９号
大字生野屋４２７番地１２ 生野屋西一丁目１番２９号
大字生野屋４２７番地１３ 生野屋西一丁目１番３０号
大字生野屋４２７番地１４ 生野屋西一丁目１番３１号
大字生野屋４２７番地１４ 生野屋西一丁目１番３１号
大字生野屋４２７番地１５ 生野屋西一丁目１番３４号
大字生野屋４２７番地１６ 生野屋西一丁目１番３７号
大字生野屋４２７番地５ 生野屋西一丁目１番２１号
大字生野屋４２７番地６ 生野屋西一丁目１番２２号
大字生野屋４２７番地７ 生野屋西一丁目１番２４号
大字生野屋４２７番地８ 生野屋西一丁目１番２５号
大字生野屋４２９番地６ 生野屋西一丁目３番６号
大字生野屋４２９番地６ 生野屋西一丁目３番６号
大字生野屋４３１番地１ 生野屋西一丁目３番１０号
大字生野屋４３１番地３ 生野屋西一丁目３番１１号
大字生野屋４３１番地３ 生野屋西一丁目３番１１号
大字生野屋４３１番地４ 生野屋西一丁目３番８号
大字生野屋４３２番地１０ 生野屋西一丁目２番１１号
大字生野屋４３２番地１０ 生野屋西一丁目２番１１号
大字生野屋４３２番地１３ 生野屋西一丁目２番７号
大字生野屋４３２番地５ 生野屋西一丁目２番３号
大字生野屋４３２番地６ 生野屋西一丁目２番６号
大字生野屋４３２番地８ 生野屋西一丁目２番８号
大字生野屋４３２番地８ 生野屋西一丁目２番８号
大字生野屋４３２番地９ 生野屋西一丁目２番１０号
大字生野屋４３２番地９ 生野屋西一丁目２番１０号
大字生野屋４３３番地 生野屋西一丁目２番２１号
大字生野屋４３４番地 生野屋西一丁目２番１号
大字生野屋４３４番地 生野屋西一丁目２番１号
大字生野屋４３８番地１ 生野屋西一丁目３番１６号
大字生野屋４３９番地 生野屋西一丁目４番１号
大字生野屋４３９番地５ 生野屋西一丁目４番７号
大字生野屋４３９番地６ 生野屋西一丁目４番６号
大字生野屋４３９番地７ 生野屋西一丁目４番５号
大字生野屋４３９番地９ 生野屋西一丁目４番３号
大字生野屋４４２番地 生野屋西一丁目４番３０号
大字生野屋４４２番地１ 生野屋西一丁目４番３０号
大字生野屋４４３番地１１ 生野屋西一丁目４番２５号
大字生野屋４４３番地８ 生野屋西一丁目４番２６号
大字生野屋４４５番地１０ 生野屋西一丁目５番５号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地１４ 生野屋西一丁目５番２号
大字生野屋４４５番地２０ 生野屋西一丁目５番８号
大字生野屋４４５番地２０ 生野屋西一丁目５番８号
大字生野屋４４５番地２０ 生野屋西一丁目５番８号
大字生野屋４４５番地３１ 生野屋西一丁目５番１７号
大字生野屋４４５番地３１ 生野屋西一丁目５番１７号
大字生野屋４４５番地４ 生野屋西一丁目５番１１号
大字生野屋４４７番地 生野屋西一丁目５番１９号
大字生野屋４４８番地２ 生野屋西一丁目５番２５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４４８番地２ 生野屋西一丁目５番２５号
大字生野屋４４８番地２ 生野屋西一丁目５番２５号
大字生野屋４４９番地１ 生野屋西一丁目５番２５号
大字生野屋４４９番地１ 生野屋西一丁目５番２５号
大字生野屋４４９番地７ 生野屋西一丁目５番２１号
大字生野屋４４９番地７ 生野屋西一丁目５番２１号
大字生野屋４５０番地 生野屋一丁目１番３号
大字生野屋４５１番地１０ 生野屋西二丁目１３番８号
大字生野屋４５１番地１０ 生野屋西二丁目１３番８号
大字生野屋４５１番地１１ 生野屋西二丁目１３番１０号
大字生野屋４５１番地１２ 生野屋西二丁目１３番１１号
大字生野屋４５１番地１６ 生野屋西三丁目１１番２６号
大字生野屋４５１番地１７ 生野屋西三丁目１１番２２号
大字生野屋４５１番地１８ 生野屋西三丁目１１番２１号
大字生野屋４５１番地１９ 生野屋西三丁目１１番２０号
大字生野屋４５１番地２ 生野屋一丁目１番８号
大字生野屋４５１番地２ 生野屋西二丁目１３番２５号
大字生野屋４５１番地２０ 生野屋西三丁目１１番１８号
大字生野屋４５１番地２１ 生野屋西三丁目１１番１６号
大字生野屋４５１番地２２ 生野屋西三丁目１１番１５号
大字生野屋４５１番地２３ 生野屋西三丁目１０番１号
大字生野屋４５１番地２４ 生野屋西三丁目１０番２号
大字生野屋４５１番地２５ 生野屋西三丁目１０番３号
大字生野屋４５１番地２６ 生野屋西三丁目１０番５号
大字生野屋４５１番地２７ 生野屋西三丁目１０番７号
大字生野屋４５１番地２９ 生野屋西三丁目１０番２７号
大字生野屋４５１番地３ 生野屋一丁目１番５号
大字生野屋４５１番地３ 生野屋西二丁目１３番２４号
大字生野屋４５１番地３１ 生野屋西三丁目１０番２４号
大字生野屋４５１番地３２ 生野屋西三丁目１０番２２号
大字生野屋４５１番地３３ 生野屋西三丁目１０番２１号
大字生野屋４５１番地３５ 生野屋西三丁目９番１号
大字生野屋４５１番地３６ 生野屋西三丁目９番２号
大字生野屋４５１番地３８ 生野屋西三丁目９番２７号
大字生野屋４５１番地４ 生野屋西二丁目１３番２３号
大字生野屋４５１番地４ 生野屋西二丁目１３番２３号
大字生野屋４５１番地４０ 生野屋西三丁目８番１号
大字生野屋４５１番地４４ 生野屋西三丁目８番２８号
大字生野屋４５１番地４９ 生野屋西三丁目２１番３号
大字生野屋４５１番地５３ 生野屋西三丁目２１番１８号
大字生野屋４５１番地５３ 生野屋西三丁目２１番１８号
大字生野屋４５１番地５４ 生野屋西三丁目２１番１７号
大字生野屋４５１番地５５ 生野屋西三丁目２１番１５号
大字生野屋４５１番地５６ 生野屋西三丁目２１番１４号
大字生野屋４５１番地５７ 生野屋西三丁目２１番１０号
大字生野屋４５１番地５８ 生野屋西三丁目７番１号
大字生野屋４５１番地５９ 生野屋西三丁目７番２号
大字生野屋４５１番地６ 生野屋西二丁目１３番２１号
大字生野屋４５１番地６３ 生野屋西三丁目７番２６号
大字生野屋４５１番地６６ 生野屋西三丁目６番７号
大字生野屋４５１番地７ 生野屋西二丁目１３番１８号
大字生野屋４５１番地７１ 生野屋西三丁目６番２号
大字生野屋４５１番地７６ 生野屋西二丁目１２番２０号
大字生野屋４５１番地９ 生野屋西二丁目１３番７号
大字生野屋４５２番地 生野屋一丁目１番１０号
大字生野屋４５３番地３ 生野屋一丁目１番１２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４５３番地３ 生野屋一丁目１番１２号
大字生野屋４５８番地５ 生野屋西三丁目１１番７号
大字生野屋４５８番地６ 生野屋西三丁目１１番５号
大字生野屋４５８番地７ 生野屋西三丁目１１番３号
大字生野屋４５８番地８ 生野屋西三丁目１１番２号
大字生野屋４５８番地９ 生野屋西三丁目１１番１号
大字生野屋４５８番地９ 生野屋西三丁目１１番１号
大字生野屋４６２番地１１ 生野屋西三丁目１６番１５号
大字生野屋４６２番地１５ 生野屋西三丁目１６番１９号
大字生野屋４６２番地１５ 生野屋西三丁目１６番１９号
大字生野屋４６２番地１６ 生野屋西三丁目１６番２０号
大字生野屋４６２番地１８ 生野屋西三丁目１６番２２号
大字生野屋４６２番地２０ 生野屋西三丁目１６番２４号
大字生野屋４６２番地２１ 生野屋西三丁目１６番３６号
大字生野屋４６２番地２２ 生野屋西三丁目１６番３５号
大字生野屋４６２番地２３ 生野屋西三丁目１６番３４号
大字生野屋４６２番地２４ 生野屋西三丁目１６番３３号
大字生野屋４６２番地２５ 生野屋西三丁目１６番３７号
大字生野屋４６２番地２６ 生野屋西三丁目１６番３８号
大字生野屋４６２番地２８ 生野屋西三丁目１６番４０号
大字生野屋４６２番地２９ 生野屋西三丁目１６番４５号
大字生野屋４６２番地３０ 生野屋西三丁目１６番４３号
大字生野屋４６２番地３１ 生野屋西三丁目１６番２８号
大字生野屋４６２番地７ 生野屋西三丁目１６番１４号
大字生野屋４６４番地１１ 生野屋西三丁目３３番１５号
大字生野屋４６４番地１２ 生野屋西三丁目３３番１４号
大字生野屋４６４番地１６ 生野屋西三丁目２２番１８号
大字生野屋４６４番地４ 生野屋西三丁目２２番２０号
大字生野屋４６６番地１０ 生野屋西三丁目３３番８号
大字生野屋４６６番地１１ 生野屋西三丁目３３番１０号
大字生野屋４６６番地１４ 生野屋西三丁目３３番７号
大字生野屋４６６番地１５ 生野屋西三丁目３３番１１号
大字生野屋４６６番地１６ 生野屋西三丁目３３番１２号
大字生野屋４６６番地２ 生野屋西三丁目３３番２号
大字生野屋４６６番地３ 生野屋西三丁目３３番３号
大字生野屋４６６番地４ 生野屋西三丁目３３番６号
大字生野屋４６６番地５ 生野屋西三丁目３３番５号
大字生野屋４６７番地１０ 生野屋西三丁目３２番５号
大字生野屋４６７番地１１ 生野屋西三丁目３２番３号
大字生野屋４６７番地１３ 生野屋西三丁目３３番２３号
大字生野屋４６７番地１４ 生野屋西三丁目３３番１９号
大字生野屋４６７番地１６ 生野屋西三丁目３３番２０号
大字生野屋４６７番地１９ 生野屋西三丁目３３番２９号
大字生野屋４６７番地２０ 生野屋西三丁目３３番２７号
大字生野屋４６７番地２２ 生野屋西三丁目３３番２２号
大字生野屋４６７番地２２ 生野屋西三丁目３３番２２号
大字生野屋４６７番地２３ 生野屋西三丁目３３番２８号
大字生野屋４６７番地２３ 生野屋西三丁目３３番２８号
大字生野屋４６７番地２７ 生野屋西三丁目２２番１号
大字生野屋４６７番地２８ 生野屋西三丁目２２番３号
大字生野屋４６７番地５ 生野屋西三丁目２２番５号
大字生野屋４６７番地７ 生野屋西三丁目３２番１５号
大字生野屋４６７番地８ 生野屋西三丁目３２番１３号
大字生野屋４６８番地４ 生野屋西三丁目３２番１１号
大字生野屋４６８番地５ 生野屋西三丁目３２番６号
大字生野屋４６８番地６ 生野屋西三丁目３２番８号
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旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４６８番地７ 生野屋西三丁目３３番１号
大字生野屋４６９番地２ 生野屋西三丁目３１番６号
大字生野屋４６９番地３ 生野屋西三丁目３１番５号
大字生野屋４７１番地 生野屋二丁目１番１０号
大字生野屋４７１番地 生野屋二丁目２番１４号
大字生野屋４７１番地２ 生野屋二丁目２番１２号
大字生野屋４７１番地２ 生野屋二丁目２番１２号
大字生野屋４７２番地３ 生野屋二丁目２番１６号
大字生野屋４７２番地６ 生野屋二丁目２番１８号
大字生野屋４７３番地１３ 生野屋二丁目２番３１号
大字生野屋４７３番地３ 生野屋二丁目２番２６号
大字生野屋４７３番地３ 生野屋二丁目２番２６号
大字生野屋４７３番地３ 生野屋二丁目２番２６号
大字生野屋４７３番地３ 生野屋二丁目２番２６号
大字生野屋４７３番地５ 生野屋二丁目２番２５号
大字生野屋４７３番地５ 生野屋二丁目２番２５号
大字生野屋４７３番地７ 生野屋二丁目２番３３号
大字生野屋４７４番地 生野屋二丁目３番６号
大字生野屋４７４番地 生野屋二丁目３番６号
大字生野屋４７４番地 生野屋二丁目３番６号
大字生野屋４７４番地 生野屋二丁目３番６号
大字生野屋４７５番地２ 生野屋二丁目３番１０号
大字生野屋４７６番地 生野屋二丁目３番１５号
大字生野屋４７６番地１ 生野屋二丁目３番１号
大字生野屋４７６番地３ 生野屋二丁目３番２０号
大字生野屋４７６番地７ 生野屋二丁目３番１４号
大字生野屋４７６番地８ 生野屋二丁目３番１５号
大字生野屋４７７番地４ 生野屋二丁目５番１号
大字生野屋４８２番地３ 生野屋西三丁目２２番２５号
大字生野屋４８２番地３ 生野屋西三丁目２２番２５号
大字生野屋４８２番地３ 生野屋西三丁目２２番２５号
大字生野屋４８３番地 生野屋二丁目４番２４号
大字生野屋４８３番地１２ 生野屋二丁目４番１５号
大字生野屋４８３番地１３ 生野屋二丁目４番１３号
大字生野屋４８３番地１４ 生野屋二丁目４番１０号
大字生野屋４８３番地１５ 生野屋二丁目４番８号
大字生野屋４８３番地１７ 生野屋二丁目４番５号
大字生野屋４８３番地１８ 生野屋二丁目４番１号
大字生野屋４８３番地１９ 生野屋二丁目４番３号
大字生野屋４８３番地１９ 生野屋二丁目４番３号
大字生野屋４８３番地９ 生野屋二丁目４番２０号
大字生野屋４８４番地１ 生野屋西二丁目１９番６号
大字生野屋４８４番地１ 生野屋西二丁目１９番６号
大字生野屋４８４番地２ 生野屋二丁目５番６号
大字生野屋４８４番地２ 生野屋二丁目５番６号
大字生野屋４８４番地７ 生野屋西二丁目１９番５号
大字生野屋４８４番地８ 生野屋西二丁目１９番８号
大字生野屋４８４番地９ 生野屋西二丁目１９番７号
大字生野屋４８６番地 生野屋二丁目５番２３号
大字生野屋４８６番地１０ 生野屋二丁目５番１０号
大字生野屋４８６番地１１ 生野屋二丁目５番１１号
大字生野屋４８６番地１２ 生野屋二丁目５番１２号
大字生野屋４８６番地１３ 生野屋二丁目５番１４号
大字生野屋４８６番地１４ 生野屋二丁目５番１５号
大字生野屋４８６番地９ 生野屋二丁目５番８号
大字生野屋４８７番地１０ 生野屋二丁目７番１７号



生野屋地区旧住所
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大字生野屋４８７番地１２ 生野屋二丁目１３番２０号
大字生野屋４８７番地１３ 生野屋二丁目１３番２２号
大字生野屋４８７番地１４ 生野屋二丁目１３番２３号
大字生野屋４８７番地１５ 生野屋二丁目１３番２５号
大字生野屋４８７番地１６ 生野屋二丁目１３番６号
大字生野屋４８７番地１７ 生野屋二丁目１３番１０号
大字生野屋４８７番地１８ 生野屋二丁目１３番５号
大字生野屋４８７番地１９ 生野屋二丁目１３番１２号
大字生野屋４８７番地１９ 生野屋二丁目１３番１２号
大字生野屋４８７番地２０ 生野屋二丁目１３番３号
大字生野屋４８７番地２１ 生野屋二丁目１３番１３号
大字生野屋４８７番地２２ 生野屋二丁目１３番２号
大字生野屋４８７番地２３ 生野屋二丁目１３番１４号
大字生野屋４８７番地２４ 生野屋二丁目１３番１号
大字生野屋４８７番地２５ 生野屋二丁目１３番１６号
大字生野屋４８７番地２６ 生野屋二丁目１４番２０号
大字生野屋４８７番地３ 生野屋二丁目７番１号
大字生野屋４８７番地３０ 生野屋二丁目１４番１８号
大字生野屋４８７番地３１ 生野屋二丁目１４番１６号
大字生野屋４８７番地３１ 生野屋二丁目１４番１６号
大字生野屋４８７番地３３ 生野屋二丁目１４番１２号
大字生野屋４８７番地３４ 生野屋二丁目１４番１１号
大字生野屋４８７番地３８ 生野屋二丁目１２番１１号
大字生野屋４８７番地４ 生野屋二丁目７番３号
大字生野屋４８７番地４ 生野屋二丁目７番３号
大字生野屋４８７番地４３ 生野屋二丁目７番５号
大字生野屋４８７番地４４ 生野屋二丁目１２番８号
大字生野屋４８７番地４５ 生野屋二丁目１２番６号
大字生野屋４８７番地４６ 生野屋二丁目１２番５号
大字生野屋４８７番地４７ 生野屋二丁目１２番１０号
大字生野屋４８７番地４８ 生野屋二丁目７番８号
大字生野屋４８７番地４９ 生野屋二丁目７番７号
大字生野屋４８７番地５ 生野屋二丁目７番６号
大字生野屋４８７番地５１ 生野屋二丁目１４番１５号
大字生野屋４８７番地５２ 生野屋二丁目１４番１９号
大字生野屋４８７番地５２ 生野屋二丁目１４番１９号
大字生野屋４８７番地５３ 生野屋二丁目７番１１号
大字生野屋４８７番地５４ 生野屋二丁目１４番１３号
大字生野屋４８７番地５９ 生野屋二丁目１３番１７号
大字生野屋４８７番地６ 生野屋二丁目７番１０号
大字生野屋４８７番地６１ 生野屋二丁目１４番７号
大字生野屋４８７番地７ 生野屋二丁目７番１３号
大字生野屋４８７番地８ 生野屋二丁目７番１４号
大字生野屋４８７番地９ 生野屋二丁目７番１５号
大字生野屋４８８番地１ 生野屋二丁目６番２５号
大字生野屋４８８番地１１ 生野屋二丁目６番１９号
大字生野屋４８８番地１２ 生野屋二丁目６番１７号
大字生野屋４８８番地１３ 生野屋二丁目６番１６号
大字生野屋４８８番地１４ 生野屋二丁目６番１５号
大字生野屋４８８番地１５ 生野屋二丁目６番１４号
大字生野屋４８８番地４ 生野屋二丁目６番２１号
大字生野屋４９０番地１０ 生野屋二丁目６番１１号
大字生野屋４９０番地１１ 生野屋二丁目６番５号
大字生野屋４９０番地１２ 生野屋二丁目６番３号
大字生野屋４９０番地１３ 生野屋二丁目６番２号
大字生野屋４９０番地１４ 生野屋二丁目６番１号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４９０番地１４ 生野屋二丁目６番１号
大字生野屋４９０番地１５ 生野屋二丁目６番１０号
大字生野屋４９０番地１６ 生野屋二丁目６番６号
大字生野屋４９１番地 生野屋二丁目７番２７号
大字生野屋４９１番地１ 生野屋一丁目１０番３１号
大字生野屋４９１番地１０ 生野屋一丁目１０番３９号
大字生野屋４９１番地１０１ 生野屋一丁目４番２８号
大字生野屋４９１番地１０２ 生野屋一丁目４番３０号
大字生野屋４９１番地１０３ 生野屋一丁目４番３１号
大字生野屋４９１番地１０５ 生野屋一丁目４番３２号
大字生野屋４９１番地１０６ 生野屋一丁目４番３３号
大字生野屋４９１番地１０７ 生野屋一丁目４番３５号
大字生野屋４９１番地１１ 生野屋一丁目１０番３８号
大字生野屋４９１番地１１ 生野屋一丁目１０番３８号
大字生野屋４９１番地１３ 生野屋一丁目１０番４１号
大字生野屋４９１番地１６ 生野屋一丁目１１番２０号
大字生野屋４９１番地１９ 生野屋一丁目１１番５号
大字生野屋４９１番地２０ 生野屋一丁目１１番６号
大字生野屋４９１番地２１ 生野屋一丁目１１番８号
大字生野屋４９１番地２１ 生野屋一丁目１１番８号
大字生野屋４９１番地２７ 生野屋一丁目１１番１８号
大字生野屋４９１番地３２ 生野屋一丁目９番５号
大字生野屋４９１番地３２ 生野屋一丁目９番５号
大字生野屋４９１番地４０ 生野屋一丁目９番７号
大字生野屋４９１番地４１ 生野屋一丁目９番８号
大字生野屋４９１番地４２ 生野屋一丁目９番１０号
大字生野屋４９１番地４３ 生野屋一丁目９番１１号
大字生野屋４９１番地４５ 生野屋一丁目９番１２号
大字生野屋４９１番地４６ 生野屋一丁目９番１３号
大字生野屋４９１番地４７ 生野屋一丁目９番１４号
大字生野屋４９１番地４８ 生野屋一丁目９番１５号
大字生野屋４９１番地５０ 生野屋一丁目９番１６号
大字生野屋４９１番地５０ 生野屋一丁目９番１６号
大字生野屋４９１番地５１ 生野屋一丁目９番１７号
大字生野屋４９１番地５２ 生野屋一丁目９番１８号
大字生野屋４９１番地５３ 生野屋一丁目９番１９号
大字生野屋４９１番地５４ 生野屋一丁目９番２０号
大字生野屋４９１番地５６ 生野屋一丁目５番６号
大字生野屋４９１番地５７ 生野屋一丁目５番７号
大字生野屋４９１番地５８ 生野屋一丁目５番８号
大字生野屋４９１番地５９ 生野屋一丁目５番１０号
大字生野屋４９１番地６０ 生野屋一丁目５番１３号
大字生野屋４９１番地６１ 生野屋一丁目５番１７号
大字生野屋４９１番地６６ 生野屋一丁目８番８号
大字生野屋４９１番地６８ 生野屋一丁目８番５号
大字生野屋４９１番地６９ 生野屋一丁目８番１１号
大字生野屋４９１番地７０ 生野屋一丁目８番３号
大字生野屋４９１番地７１ 生野屋一丁目８番１３号
大字生野屋４９１番地７２ 生野屋一丁目８番２号
大字生野屋４９１番地７３ 生野屋一丁目８番１４号
大字生野屋４９１番地７４ 生野屋一丁目８番１号
大字生野屋４９１番地７７ 生野屋一丁目７番５号
大字生野屋４９１番地７８ 生野屋一丁目７番７号
大字生野屋４９１番地７９ 生野屋一丁目７番３号
大字生野屋４９１番地８０ 生野屋一丁目７番１１号
大字生野屋４９１番地８１ 生野屋一丁目７番２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４９１番地８２ 生野屋一丁目７番１号
大字生野屋４９１番地８３ 生野屋一丁目７番１２号
大字生野屋４９１番地８４ 生野屋一丁目６番３号
大字生野屋４９１番地８５ 生野屋一丁目６番８号
大字生野屋４９１番地８６ 生野屋一丁目６番２号
大字生野屋４９１番地８７ 生野屋一丁目６番１０号
大字生野屋４９１番地８８ 生野屋一丁目６番１号
大字生野屋４９１番地８９ 生野屋一丁目６番１２号
大字生野屋４９１番地９１ 生野屋一丁目４番２３号
大字生野屋４９１番地９２ 生野屋一丁目４番２２号
大字生野屋４９１番地９３ 生野屋一丁目４番２１号
大字生野屋４９１番地９５ 生野屋一丁目４番２０号
大字生野屋４９１番地９６ 生野屋一丁目４番１９号
大字生野屋４９１番地９７ 生野屋一丁目４番２７号
大字生野屋４９１番地９８ 生野屋一丁目４番２５号
大字生野屋４９２番地１５ 生野屋二丁目１２番３号
大字生野屋４９２番地２２ 生野屋二丁目１０番１１号
大字生野屋４９２番地２２ 生野屋二丁目１０番１１号
大字生野屋４９２番地２３ 生野屋二丁目１０番１０号
大字生野屋４９２番地２３ 生野屋二丁目１０番１０号
大字生野屋４９２番地２７ 生野屋二丁目１０番１６号
大字生野屋４９２番地３５ 生野屋二丁目１０番６号
大字生野屋４９２番地３５ 生野屋二丁目１０番６号
大字生野屋４９２番地３６ 生野屋二丁目１０番８号
大字生野屋４９２番地６ 生野屋二丁目１０番２６号
大字生野屋４９４番地１１ 生野屋二丁目１０番１８号
大字生野屋４９４番地１２ 生野屋二丁目１０番１５号
大字生野屋４９４番地１４ 生野屋二丁目８番１４号
大字生野屋４９４番地１６ 生野屋二丁目８番１１号
大字生野屋４９４番地１６ 生野屋二丁目８番１１号
大字生野屋４９４番地１７ 生野屋二丁目８番１０号
大字生野屋４９４番地２５ 生野屋二丁目８番８号
大字生野屋４９４番地２６ 生野屋二丁目８番１３号
大字生野屋４９４番地２６ 生野屋二丁目８番１３号
大字生野屋４９４番地７ 生野屋二丁目１０番１号
大字生野屋４９４番地８ 生野屋二丁目９番５号
大字生野屋４９４番地８ 生野屋二丁目９番５号
大字生野屋４９４番地８ 生野屋二丁目９番５号
大字生野屋４９４番地８ 生野屋二丁目９番５号
大字生野屋４９４番地９ 生野屋二丁目９番１号
大字生野屋４９５番地２ 生野屋二丁目８番１号
大字生野屋４９６番地１４ 生野屋四丁目７番６号
大字生野屋４９６番地１５ 生野屋四丁目７番５号
大字生野屋４９６番地３ 生野屋四丁目７番１号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地６ 生野屋四丁目７番８号
大字生野屋４９６番地８ 生野屋四丁目７番３号
大字生野屋４９８番地３ 生野屋四丁目７番１６号
大字生野屋４９８番地３ 生野屋四丁目７番１６号
大字生野屋４９８番地４ 生野屋四丁目７番１５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋４９８番地４ 生野屋四丁目７番１５号
大字生野屋４９８番地５ 生野屋四丁目７番１４号
大字生野屋４９９番地３ 生野屋四丁目７番１７号
大字生野屋４９９番地３ 生野屋四丁目７番１７号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番１号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番１号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番１号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番１号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地１２ 生野屋四丁目６番２号
大字生野屋５００番地３ 生野屋四丁目５番１３号
大字生野屋５００番地５ 生野屋四丁目５番１１号
大字生野屋５００番地６ 生野屋四丁目５番１２号
大字生野屋５００番地７ 生野屋四丁目５番１８号
大字生野屋５００番地８ 生野屋四丁目５番１７号
大字生野屋５００番地９ 生野屋四丁目５番１４号
大字生野屋５０１番地７ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０２番地 生野屋四丁目５番７号
大字生野屋５０４番地４ 生野屋四丁目５番１号
大字生野屋５０７番地１ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０７番地１ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０７番地１ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０７番地１ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０７番地１ 生野屋四丁目２番１号
大字生野屋５０７番地１０ 生野屋四丁目３番２０号
大字生野屋５０７番地１０ 生野屋四丁目３番２０号
大字生野屋５０７番地１０ 生野屋四丁目３番２０号
大字生野屋５０７番地１１ 生野屋四丁目３番２１号
大字生野屋５０７番地１１ 生野屋四丁目３番２１号
大字生野屋５０７番地１１ 生野屋四丁目３番２１号
大字生野屋５０７番地１１ 生野屋四丁目３番２１号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１２ 生野屋四丁目３番７号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１３ 生野屋四丁目３番８号
大字生野屋５０７番地１５ 生野屋四丁目３番１０号
大字生野屋５０７番地１６ 生野屋四丁目３番１１号
大字生野屋５０７番地１６ 生野屋四丁目３番１１号
大字生野屋５０７番地１７ 生野屋四丁目３番１２号
大字生野屋５０７番地１７ 生野屋四丁目３番１２号
大字生野屋５０７番地５ 生野屋四丁目１番１０号
大字生野屋５０８番地１０ 生野屋四丁目２番１２号
大字生野屋５０８番地１１ 生野屋四丁目２番１０号
大字生野屋５０８番地１２ 生野屋四丁目２番１３号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋５０８番地１４ 生野屋四丁目２番８号
大字生野屋５０８番地５ 生野屋四丁目２番７号
大字生野屋５０８番地５ 生野屋四丁目２番７号
大字生野屋５０８番地９ 生野屋四丁目２番１４号
大字生野屋５０９番地１ 生野屋四丁目１番３号
大字生野屋５０９番地４ 生野屋四丁目１番１号
大字生野屋５１０番地４ 生野屋南三丁目１０番１号
大字生野屋５１０番地６ 生野屋二丁目２０番６号
大字生野屋５１５番地 生野屋二丁目１６番２４号
大字生野屋５１５番地１０ 生野屋二丁目１４番１号
大字生野屋５１５番地１２ 生野屋二丁目１４番５号
大字生野屋５１５番地１６ 生野屋二丁目１４番２号
大字生野屋５１５番地１７ 生野屋二丁目１４番３号
大字生野屋５１５番地１８ 生野屋二丁目１２番２７号
大字生野屋５１５番地１９ 生野屋二丁目１２番２５号
大字生野屋５１５番地２２ 生野屋二丁目１２番２６号
大字生野屋５１５番地２３ 生野屋二丁目１２番２４号
大字生野屋５１５番地２５ 生野屋二丁目１２番１７号
大字生野屋５１７番地１ 生野屋四丁目２番５号
大字生野屋５１７番地１ 生野屋四丁目２番５号
大字生野屋５１７番地１０ 生野屋二丁目１２番２２号
大字生野屋５１７番地１０ 生野屋二丁目１２番２２号
大字生野屋５１７番地１１ 生野屋二丁目１２番２１号
大字生野屋５１７番地１５ 生野屋二丁目１２番１９号
大字生野屋５１７番地７ 生野屋二丁目１２番２０号
大字生野屋５１７番地９ 生野屋二丁目１２番２３号
大字生野屋５１７番地９ 生野屋二丁目１２番２３号
大字生野屋５１８番地 生野屋四丁目１番１６号
大字生野屋５２０番地 生野屋四丁目３番１号
大字生野屋５２２番地１ 生野屋四丁目４番１１号
大字生野屋５２４番地１ 生野屋四丁目４番８号
大字生野屋５２４番地１ 生野屋四丁目４番８号
大字生野屋５２５番地１５ 生野屋四丁目１番２０号
大字生野屋５２５番地１８ 生野屋四丁目４番３号
大字生野屋５２５番地２ 生野屋四丁目４番６号
大字生野屋５２５番地５ 生野屋四丁目４番５号
大字生野屋５２７番地１ 生野屋四丁目１番１７号
大字生野屋５３１番地１ 生野屋南三丁目２番１号
大字生野屋５３２番地 生野屋南三丁目２番１０号
大字生野屋５３２番地 生野屋南三丁目２番１０号
大字生野屋５３６番地５ 生野屋南三丁目２番７号
大字生野屋５３９番地６ 生野屋南三丁目２番５号
大字生野屋５４３番地 生野屋五丁目１番８号
大字生野屋５４４番地 生野屋五丁目１番５号
大字生野屋５４４番地 生野屋五丁目１番５号
大字生野屋５４４番地 生野屋五丁目１番５号
大字生野屋５４４番地 生野屋五丁目２番２０号
大字生野屋５４４番地 生野屋五丁目２番２０号
大字生野屋５４４番地１ 生野屋五丁目２番２０号
大字生野屋５４４番地１ 生野屋五丁目２番２０号
大字生野屋５４４番地３ 生野屋五丁目１番５号
大字生野屋５４４番地３ 生野屋五丁目１番５号
大字生野屋５４６番地２ 生野屋五丁目２番１７号
大字生野屋５４６番地３ 生野屋五丁目２番１８号
大字生野屋５４６番地３ 生野屋五丁目２番１８号
大字生野屋５４８番地１ 生野屋五丁目２番１５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋５４９番地 生野屋五丁目２番１３号
大字生野屋５７０番地 生野屋五丁目２番１号
大字生野屋５７１番地５ 生野屋五丁目２番８号
大字生野屋５７１番地５ 生野屋五丁目２番８号
大字生野屋５７２番地 生野屋五丁目１番１１号
大字生野屋５７３番地６ 生野屋五丁目１番１２号
大字生野屋５７３番地６ 生野屋五丁目１番１２号
大字生野屋５８３番地１ 生野屋五丁目１番２３号
大字生野屋５９２番地１１ 生野屋五丁目１番３２号
大字生野屋５９２番地２ 生野屋五丁目１番３４号
大字生野屋５９３番地８ 生野屋南三丁目８番１５号
大字生野屋５９５番地２ 生野屋南三丁目８番１号
大字生野屋６００番地６ 生野屋五丁目９番２１号
大字生野屋６０２番地１０ 生野屋南三丁目７番１３号
大字生野屋６０２番地１１ 生野屋南三丁目７番１２号
大字生野屋６０２番地１２ 生野屋南三丁目７番１０号
大字生野屋６０２番地１３ 生野屋南三丁目７番８号
大字生野屋６０２番地１４ 生野屋南三丁目７番６号
大字生野屋６０２番地１５ 生野屋南三丁目７番７号
大字生野屋６０２番地１６ 生野屋南三丁目７番３号
大字生野屋６０２番地１７ 生野屋南三丁目７番１号
大字生野屋６０２番地１７ 生野屋南三丁目７番１号
大字生野屋６０２番地６ 生野屋南三丁目７番１８号
大字生野屋６０２番地７ 生野屋南三丁目７番１７号
大字生野屋６０２番地８ 生野屋南三丁目７番１６号
大字生野屋６０２番地９ 生野屋南三丁目７番１４号
大字生野屋６０６番地１ 生野屋五丁目１０番３号
大字生野屋６０７番地１ 生野屋五丁目１０番１号
大字生野屋６１０番地３ 生野屋五丁目１１番１号
大字生野屋６１５番地１ 生野屋五丁目８番１号
大字生野屋６１８番地 生野屋五丁目７番５号
大字生野屋６１８番地１０ 生野屋五丁目６番３号
大字生野屋６１８番地１１ 生野屋五丁目６番６号
大字生野屋６１８番地１２ 生野屋五丁目６番１７号
大字生野屋６１８番地１２ 生野屋五丁目６番１７号
大字生野屋６１８番地１５ 生野屋五丁目５番１号
大字生野屋６１８番地１５ 生野屋五丁目５番１号
大字生野屋６１８番地１６ 生野屋五丁目５番３号
大字生野屋６１８番地１７ 生野屋五丁目５番６号
大字生野屋６１８番地１７ 生野屋五丁目５番６号
大字生野屋６１８番地２２ 生野屋五丁目７番３１号
大字生野屋６１８番地６ 生野屋五丁目７番３２号
大字生野屋６１８番地７ 生野屋五丁目７番３０号
大字生野屋６１８番地８ 生野屋五丁目７番２８号
大字生野屋６１８番地８ 生野屋五丁目７番２８号
大字生野屋６１８番地９ 生野屋五丁目６番１号
大字生野屋６２１番地３ 生野屋五丁目７番２７号
大字生野屋６２１番地３ 生野屋五丁目７番２７号
大字生野屋６２１番地４ 生野屋五丁目７番２５号
大字生野屋６２１番地５ 生野屋五丁目７番２３号
大字生野屋６２１番地５ 生野屋五丁目７番２３号
大字生野屋６２１番地７ 生野屋五丁目６番８号
大字生野屋６２１番地９ 生野屋五丁目６番１３号
大字生野屋６２２番地７ 生野屋五丁目７番１８号
大字生野屋６２４番地 生野屋五丁目５番１７号
大字生野屋６５０番地 生野屋三丁目１６番８号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋６５５番地２ 生野屋四丁目１５番３６号
大字生野屋６５６番地 生野屋三丁目１６番１号
大字生野屋６５６番地 生野屋三丁目１６番１号
大字生野屋６６６番地 生野屋四丁目１５番３１号
大字生野屋６６８番地１ 生野屋四丁目１５番２０号
大字生野屋６６８番地４ 生野屋四丁目１５番１９号
大字生野屋６７０番地 生野屋四丁目１５番１８号
大字生野屋６７０番地 生野屋四丁目１５番１８号
大字生野屋６７２番地３ 生野屋四丁目１５番１５号
大字生野屋６７３番地２ 生野屋四丁目１５番５号
大字生野屋６７４番地３ 生野屋四丁目１５番８号
大字生野屋６７４番地４ 生野屋四丁目１５番１０号
大字生野屋６７６番地１ 生野屋四丁目１５番１２号
大字生野屋６７８番地１ 生野屋四丁目１３番２号
大字生野屋６７９番地１ 生野屋四丁目１３番６号
大字生野屋６８０番地５ 生野屋四丁目１４番１７号
大字生野屋６８２番地１０ 生野屋四丁目１２番４０号
大字生野屋６８２番地１１ 生野屋四丁目１２番４１号
大字生野屋６８２番地１１ 生野屋四丁目１２番４１号
大字生野屋６８２番地１４ 生野屋四丁目１２番３８号
大字生野屋６８２番地１４ 生野屋四丁目１２番３８号
大字生野屋６８２番地１５ 生野屋四丁目１２番３７号
大字生野屋６８２番地１５ 生野屋四丁目１２番３７号
大字生野屋６８２番地１６ 生野屋四丁目１２番３６号
大字生野屋６８２番地１７ 生野屋四丁目１２番２７号
大字生野屋６８２番地１８ 生野屋四丁目１２番３０号
大字生野屋６８２番地１８ 生野屋四丁目１２番３０号
大字生野屋６８２番地１９ 生野屋四丁目１２番３２号
大字生野屋６８２番地２１ 生野屋四丁目１４番１４号
大字生野屋６８２番地２２ 生野屋四丁目１４番１３号
大字生野屋６８２番地２３ 生野屋四丁目１４番１１号
大字生野屋６８２番地２４ 生野屋四丁目１４番１０号
大字生野屋６８２番地２５ 生野屋四丁目１３番１０号
大字生野屋６８２番地２６ 生野屋四丁目１３番１２号
大字生野屋６８２番地２６ 生野屋四丁目１３番１２号
大字生野屋６８２番地２７ 生野屋四丁目１３番１３号
大字生野屋６８２番地２９ 生野屋四丁目１３番１７号
大字生野屋６８２番地３ 生野屋四丁目１４番２号
大字生野屋６８２番地３１ 生野屋四丁目１３番２６号
大字生野屋６８２番地３２ 生野屋四丁目１３番２５号
大字生野屋６８２番地３３ 生野屋四丁目１３番２４号
大字生野屋６８２番地３４ 生野屋四丁目１３番２３号
大字生野屋６８２番地３７ 生野屋四丁目１３番２０号
大字生野屋６８２番地３９ 生野屋四丁目１３番２１号
大字生野屋６８２番地３９ 生野屋四丁目１３番２１号
大字生野屋６８２番地４ 生野屋四丁目１４番３号
大字生野屋６８２番地４０ 生野屋四丁目１３番２２号
大字生野屋６８２番地５ 生野屋四丁目１２番４７号
大字生野屋６８２番地６ 生野屋四丁目１２番４５号
大字生野屋６８２番地７ 生野屋四丁目１２番４８号
大字生野屋６８３番地５ 生野屋四丁目１４番１号
大字生野屋６８９番地１０ 生野屋四丁目６番２７号
大字生野屋６８９番地１５ 生野屋四丁目６番２５号
大字生野屋６８９番地４ 生野屋四丁目１２番８号
大字生野屋６８９番地５ 生野屋四丁目１２番６号
大字生野屋６８９番地６ 生野屋四丁目１２番５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋６８９番地７ 生野屋四丁目１２番３号
大字生野屋６８９番地８ 生野屋四丁目６番２３号
大字生野屋６８９番地９ 生野屋四丁目６番２６号
大字生野屋６９０番地２ 生野屋四丁目１２番１４号
大字生野屋６９０番地２ 生野屋四丁目１２番１４号
大字生野屋６９０番地２ 生野屋四丁目１２番１４号
大字生野屋６９０番地５ 生野屋四丁目６番１７号
大字生野屋６９１番地 生野屋四丁目６番５号
大字生野屋６９２番地１０ 生野屋四丁目６番１１号
大字生野屋６９２番地１２ 生野屋四丁目６番１５号
大字生野屋６９２番地１３ 生野屋四丁目６番１６号
大字生野屋６９２番地１４ 生野屋四丁目６番１３号
大字生野屋６９２番地１５ 生野屋四丁目６番１０号
大字生野屋６９２番地５ 生野屋四丁目１１番１２号
大字生野屋６９３番地１ 生野屋四丁目１２番２０号
大字生野屋６９３番地１３ 生野屋四丁目１２番２５号
大字生野屋６９３番地１４ 生野屋四丁目１２番２６号
大字生野屋６９３番地６ 生野屋四丁目１２番１５号
大字生野屋６９３番地６ 生野屋四丁目１２番１６号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地８ 生野屋四丁目１２番１８号
大字生野屋６９３番地９ 生野屋四丁目１２番１９号
大字生野屋６９６番地６ 生野屋四丁目１３番１号
大字生野屋６９７番地 生野屋四丁目１０番２２号
大字生野屋６９８番地１ 生野屋四丁目１０番１６号
大字生野屋６９８番地１１ 生野屋四丁目１０番２０号
大字生野屋６９８番地７ 生野屋四丁目１０番１８号
大字生野屋６９８番地８ 生野屋四丁目１０番１７号
大字生野屋６９９番地 生野屋四丁目１０番１２号
大字生野屋６９９番地２ 生野屋四丁目１０番１３号
大字生野屋７００番地６ 生野屋四丁目１０番１０号
大字生野屋７０１番地１２ 生野屋二丁目８番７号
大字生野屋７０１番地７ 生野屋二丁目１０番１４号
大字生野屋７０１番地８ 生野屋二丁目８番６号
大字生野屋７０２番地 生野屋四丁目１１番１８号
大字生野屋７０３番地 生野屋四丁目８番１５号
大字生野屋７０３番地１ 生野屋四丁目８番１４号
大字生野屋７０３番地４ 生野屋四丁目８番１３号
大字生野屋７０６番地２ 生野屋四丁目８番８号
大字生野屋７０６番地３ 生野屋四丁目８番１０号
大字生野屋７０７番地１ 生野屋四丁目８番７号
大字生野屋７０７番地４ 生野屋四丁目８番７号
大字生野屋７０８番地１ 生野屋四丁目８番６号
大字生野屋７０８番地１ 生野屋四丁目８番６号
大字生野屋７０８番地４ 生野屋四丁目８番５号
大字生野屋７０９番地１０ 生野屋四丁目９番１号
大字生野屋７０９番地１０ 生野屋四丁目９番１号
大字生野屋７１０番地 生野屋四丁目９番５号
大字生野屋７１１番地１０ 生野屋三丁目１０番２１号
大字生野屋７１１番地３ 生野屋三丁目１０番１６号
大字生野屋７１１番地４ 生野屋三丁目１０番１８号
大字生野屋７１１番地７ 生野屋三丁目１０番１９号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋７１１番地８ 生野屋三丁目１０番２０号
大字生野屋７１１番地８ 生野屋三丁目１０番２０号
大字生野屋７１２番地 生野屋三丁目１０番１４号
大字生野屋７１４番地１ 生野屋三丁目１０番５号
大字生野屋７１４番地１ 生野屋三丁目１０番５号
大字生野屋７１４番地２ 生野屋三丁目１０番１１号
大字生野屋７１４番地２ 生野屋三丁目１０番１１号
大字生野屋７１４番地８ 生野屋三丁目１０番１０号
大字生野屋７２０番地４ 生野屋三丁目１０番３号
大字生野屋７２０番地５ 生野屋三丁目１０番１号
大字生野屋７２１番地 生野屋三丁目１０番１号
大字生野屋７２２番地３ 生野屋三丁目１１番２２号
大字生野屋７２４番地 生野屋三丁目１１番１７号
大字生野屋７２６番地 生野屋三丁目１１番１５号
大字生野屋７２８番地 生野屋三丁目１２番６号
大字生野屋７３１番地 生野屋三丁目１２番１号
大字生野屋７３２番地 生野屋三丁目１２番１２号
大字生野屋７３２番地 生野屋三丁目１２番１２号
大字生野屋７３３番地１１ 生野屋三丁目１２番１６号
大字生野屋７３３番地６ 生野屋三丁目１２番１５号
大字生野屋７３３番地８ 生野屋三丁目１２番１７号
大字生野屋７３４番地２ 生野屋三丁目１６番２０号
大字生野屋７３７番地 生野屋三丁目１６番１８号
大字生野屋７３８番地１ 生野屋三丁目１６番１２号
大字生野屋７４０番地 生野屋三丁目１６番１０号
大字生野屋７４４番地２ 生野屋三丁目１６番２６号
大字生野屋７４４番地２ 生野屋三丁目１６番２６号
大字生野屋７５２番地 生野屋三丁目１５番２２号
大字生野屋７５２番地 生野屋三丁目１５番２６号
大字生野屋７５３番地２ 生野屋三丁目１５番１６号
大字生野屋７５３番地７ 生野屋三丁目１５番２１号
大字生野屋７５３番地８ 生野屋三丁目１５番１９号
大字生野屋７５３番地９ 生野屋三丁目１５番１８号
大字生野屋７５５番地 生野屋三丁目１５番１０号
大字生野屋７５６番地２ 生野屋三丁目１５番１４号
大字生野屋７５９番地 生野屋三丁目１５番５号
大字生野屋７５９番地 生野屋三丁目１５番５号
大字生野屋７６０番地４ 生野屋三丁目１５番２号
大字生野屋７６１番地 生野屋三丁目１５番１号
大字生野屋７６２番地 生野屋三丁目１３番２６号
大字生野屋７６２番地１ 生野屋三丁目１３番２５号
大字生野屋７６２番地３ 生野屋三丁目１３番２７号
大字生野屋７６３番地２ 生野屋三丁目１３番３１号
大字生野屋７６３番地２ 生野屋三丁目１３番３１号
大字生野屋７６３番地４ 生野屋三丁目１３番２８号
大字生野屋７６３番地５ 生野屋三丁目１３番２９号
大字生野屋７６３番地７ 生野屋三丁目１３番３０号
大字生野屋７６４番地３ 生野屋三丁目１１番１号
大字生野屋７６４番地６ 生野屋三丁目１３番３２号
大字生野屋７６４番地６ 生野屋三丁目１３番３２号
大字生野屋７６４番地９ 生野屋三丁目１１番３号
大字生野屋７６５番地 生野屋三丁目１１番６号
大字生野屋７６５番地 生野屋三丁目１１番１０号
大字生野屋７６７番地 生野屋三丁目１１番２４号
大字生野屋７７２番地２ 生野屋三丁目１３番６号
大字生野屋７７２番地８ 生野屋三丁目１３番３号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋７７３番地２ 生野屋三丁目１３番１２号
大字生野屋７７５番地 生野屋三丁目１４番２８号
大字生野屋７７７番地２ 生野屋三丁目１４番１６号
大字生野屋７８８番地 生野屋三丁目１４番７号
大字生野屋９１０番地２ 生野屋三丁目１４番３２号
大字生野屋９１５番地１２ 生野屋三丁目９番３３号
大字生野屋９１５番地１５ 生野屋三丁目９番２９号
大字生野屋９１５番地２ 生野屋三丁目９番３４号
大字生野屋９１５番地５ 生野屋三丁目９番２６号
大字生野屋９１５番地５ 生野屋三丁目９番２６号
大字生野屋９１５番地６ 生野屋三丁目９番２７号
大字生野屋９１５番地７ 生野屋三丁目９番２８号
大字生野屋９１６番地２ 生野屋三丁目９番２４号
大字生野屋９１６番地２ 生野屋三丁目９番２４号
大字生野屋９１６番地３ 生野屋三丁目９番２２号
大字生野屋９１６番地４ 生野屋三丁目９番１９号
大字生野屋９１６番地５ 生野屋三丁目９番１６号
大字生野屋９１６番地６ 生野屋三丁目９番１１号
大字生野屋９１６番地７ 生野屋三丁目９番１４号
大字生野屋９１６番地７ 生野屋三丁目９番１５号
大字生野屋９２２番地 生野屋三丁目６番２２号
大字生野屋９２３番地２ 生野屋三丁目６番７号
大字生野屋９２６番地 生野屋三丁目６番１号
大字生野屋９２８番地２ 生野屋三丁目４番３１号
大字生野屋９２８番地３ 生野屋三丁目４番２５号
大字生野屋９２９番地１ 生野屋三丁目４番２３号
大字生野屋９２９番地２ 生野屋三丁目４番２２号
大字生野屋９２９番地２ 生野屋三丁目４番２２号
大字生野屋９３２番地 生野屋三丁目４番７号
大字生野屋９３３番地１ 生野屋三丁目４番１９号
大字生野屋９３３番地４ 生野屋三丁目４番１２号
大字生野屋９３３番地５ 生野屋三丁目４番１４号
大字生野屋９３３番地６ 生野屋三丁目４番１１号
大字生野屋９３８番地１４ 生野屋三丁目９番６号
大字生野屋９３８番地７ 生野屋三丁目９番３８号
大字生野屋９３８番地７ 生野屋三丁目９番３８号
大字生野屋９３８番地８ 生野屋三丁目９番２号
大字生野屋９３８番地９ 生野屋三丁目９番１号
大字生野屋９４０番地１２ 生野屋四丁目９番１６号
大字生野屋９４０番地１３ 生野屋四丁目９番１８号
大字生野屋９４０番地１５ 生野屋四丁目９番２０号
大字生野屋９４０番地１７ 生野屋四丁目９番１４号
大字生野屋９４０番地１８ 生野屋四丁目９番１５号
大字生野屋９４０番地２３ 生野屋四丁目９番１３号
大字生野屋９４０番地２４ 生野屋四丁目９番１２号
大字生野屋９４０番地３ 生野屋四丁目９番２３号
大字生野屋９４０番地５ 生野屋四丁目９番２１号
大字生野屋９４０番地５ 生野屋四丁目９番２１号
大字生野屋９４０番地７ 生野屋四丁目９番２６号
大字生野屋９４０番地８ 生野屋四丁目９番２５号
大字生野屋９４０番地９ 生野屋四丁目９番２７号
大字生野屋９４１番地１ 生野屋四丁目９番８号
大字生野屋９４１番地１ 生野屋四丁目９番８号
大字生野屋９４２番地１ 生野屋四丁目９番３５号
大字生野屋９４３番地１６ 生野屋二丁目９番３０号
大字生野屋９４３番地５ 生野屋二丁目９番１５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋９４３番地６ 生野屋二丁目９番１４号
大字生野屋９４３番地７ 生野屋二丁目９番１２号
大字生野屋９４３番地８ 生野屋二丁目９番１１号
大字生野屋９４３番地９ 生野屋二丁目９番１０号
大字生野屋９４４番地２ 生野屋二丁目２０番３３号
大字生野屋９４４番地５ 生野屋二丁目２０番３６号
大字生野屋９４６番地１１ 生野屋二丁目２０番３４号
大字生野屋９４６番地１２ 生野屋二丁目２０番３５号
大字生野屋９４６番地１５ 生野屋二丁目２０番７号
大字生野屋９４６番地１６ 生野屋二丁目２０番１０号
大字生野屋９４６番地１６ 生野屋二丁目２０番１０号
大字生野屋９４６番地１７ 生野屋二丁目２０番１１号
大字生野屋９４６番地１８ 生野屋二丁目２０番１８号
大字生野屋９４６番地１９ 生野屋二丁目２０番１７号
大字生野屋９４６番地２ 生野屋二丁目２０番２５号
大字生野屋９４６番地２０ 生野屋二丁目２０番１６号
大字生野屋９４６番地２１ 生野屋二丁目２０番１５号
大字生野屋９４６番地２２ 生野屋二丁目２０番１３号
大字生野屋９４６番地２３ 生野屋二丁目２０番１９号
大字生野屋９４６番地２４ 生野屋二丁目２０番２０号
大字生野屋９４６番地２５ 生野屋二丁目２０番２１号
大字生野屋９４６番地２７ 生野屋二丁目２０番２２号
大字生野屋９４６番地４ 生野屋二丁目２０番２６号
大字生野屋９４６番地５ 生野屋二丁目２０番２８号
大字生野屋９４６番地６ 生野屋二丁目２０番２９号
大字生野屋９４６番地６ 生野屋二丁目２０番２９号
大字生野屋９４６番地７ 生野屋二丁目２０番３０号
大字生野屋９４６番地８ 生野屋二丁目２０番３１号
大字生野屋９４６番地８ 生野屋二丁目２０番３１号
大字生野屋９４７番地１１ 生野屋二丁目２０番３２号
大字生野屋９５０番地 生野屋三丁目３番３２号
大字生野屋９５１番地 生野屋三丁目３番３２号
大字生野屋９５１番地 生野屋三丁目３番３２号
大字生野屋９５２番地５ 生野屋三丁目２番１号
大字生野屋９５５番地７ 生野屋三丁目２番１７号
大字生野屋９５６番地１１ 生野屋三丁目３番１７号
大字生野屋９５６番地１３ 生野屋三丁目３番２６号
大字生野屋９５６番地６ 生野屋三丁目３番２５号
大字生野屋９５６番地７ 生野屋三丁目３番２７号
大字生野屋９５６番地９ 生野屋三丁目３番２０号
大字生野屋９５８番地 生野屋三丁目３番１４号
大字生野屋９６１番地６ 生野屋三丁目２番１０号
大字生野屋９６１番地７ 生野屋三丁目２番１１号
大字生野屋９６１番地８ 生野屋三丁目２番１２号
大字生野屋９６２番地２ 生野屋三丁目２番１３号
大字生野屋９６２番地３ 生野屋三丁目２番１５号
大字生野屋９６３番地 生野屋三丁目２番２０号
大字生野屋９６３番地１０ 生野屋三丁目２番２６号
大字生野屋９６３番地１０ 生野屋三丁目２番２６号
大字生野屋９６３番地７ 生野屋三丁目２番２７号
大字生野屋９６３番地８ 生野屋三丁目２番２３号
大字生野屋９６３番地８ 生野屋三丁目２番２３号
大字生野屋９６３番地９ 生野屋三丁目２番２４号
大字生野屋９６３番地９ 生野屋三丁目２番２４号
大字生野屋９６６番地１ 生野屋二丁目２０番１号
大字生野屋９６６番地４ 生野屋二丁目２０番３号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋９６７番地２ 生野屋二丁目１９番１０号
大字生野屋９６８番地１０ 生野屋二丁目１８番１０号
大字生野屋９６８番地１１ 生野屋二丁目１８番１４号
大字生野屋９６８番地２ 生野屋二丁目１９番１７号
大字生野屋９６８番地４ 生野屋二丁目１８番７号
大字生野屋９６８番地４ 生野屋二丁目１８番７号
大字生野屋９６８番地５ 生野屋二丁目１８番８号
大字生野屋９６８番地７ 生野屋二丁目１８番１５号
大字生野屋９６８番地８ 生野屋二丁目１９番１２号
大字生野屋９６９番地１ 生野屋二丁目１９番６号
大字生野屋９６９番地２ 生野屋二丁目１９番２０号
大字生野屋９６９番地３ 生野屋二丁目１９番１８号
大字生野屋９６９番地８ 生野屋二丁目１９番７号
大字生野屋９７０番地４ 生野屋二丁目１８番５号
大字生野屋９７０番地８ 生野屋二丁目１８番１８号
大字生野屋９７１番地１０ 生野屋二丁目１７番１７号
大字生野屋９７１番地１１ 生野屋二丁目１７番１５号
大字生野屋９７１番地１５ 生野屋二丁目１６番１６号
大字生野屋９７１番地４ 生野屋二丁目１８番１７号
大字生野屋９７１番地８ 生野屋二丁目１７番６号
大字生野屋９７１番地９ 生野屋二丁目１７番８号
大字生野屋９７３番地 生野屋二丁目１７番１０号
大字生野屋９７３番地１８ 生野屋二丁目１６番２０号
大字生野屋９７５番地１２ 生野屋二丁目１６番１５号
大字生野屋９７５番地１４ 生野屋二丁目１６番１３号
大字生野屋９７５番地２８ 生野屋二丁目１４番８号
大字生野屋９７５番地３ 生野屋二丁目１５番３８号
大字生野屋９７５番地５ 生野屋二丁目１６番１４号
大字生野屋９７５番地９ 生野屋二丁目１７番１３号
大字生野屋９７７番地１ 生野屋二丁目１５番１７号
大字生野屋９７７番地１ 生野屋二丁目１５番１７号
大字生野屋９７７番地３ 生野屋二丁目１５番１６号
大字生野屋９７７番地６ 生野屋二丁目１５番１５号
大字生野屋９７８番地１０ 生野屋二丁目１４番３４号
大字生野屋９７８番地１１ 生野屋二丁目１４番３５号
大字生野屋９７８番地１２ 生野屋二丁目１４番３６号
大字生野屋９７８番地３ 生野屋二丁目１４番２２号
大字生野屋９７８番地４ 生野屋二丁目１４番２６号
大字生野屋９７８番地５ 生野屋二丁目１４番２８号
大字生野屋９７８番地５ 生野屋二丁目１４番２８号
大字生野屋９７８番地６ 生野屋二丁目１４番２９号
大字生野屋９７８番地８ 生野屋二丁目１４番３１号
大字生野屋９７８番地９ 生野屋二丁目１４番３２号
大字生野屋９８０番地７ 生野屋二丁目１４番３８号
大字生野屋９８２番地１ 生野屋二丁目１５番１１号
大字生野屋９８２番地１６ 生野屋二丁目１５番３１号
大字生野屋９８２番地１７ 生野屋二丁目１５番２５号
大字生野屋９８２番地２３ 生野屋二丁目１５番２６号
大字生野屋９８２番地２４ 生野屋二丁目１５番２７号
大字生野屋９８２番地２５ 生野屋二丁目１５番３７号
大字生野屋９８２番地２７ 生野屋二丁目１５番３３号
大字生野屋９８２番地２７ 生野屋二丁目１５番３３号
大字生野屋９８２番地２８ 生野屋二丁目１５番２８号
大字生野屋９８２番地２９ 生野屋二丁目１５番３６号
大字生野屋９８２番地３０ 生野屋二丁目１５番４３号
大字生野屋９８２番地４ 生野屋二丁目１５番８号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋９８２番地９ 生野屋二丁目１５番２０号
大字生野屋９８２番地９ 生野屋二丁目１５番２０号
大字生野屋９８８番地１ 生野屋二丁目１６番３号
大字生野屋９８８番地１０ 生野屋二丁目１６番１０号
大字生野屋９８８番地１６ 生野屋二丁目１６番１２号
大字生野屋９８８番地２３ 生野屋二丁目１５番４１号
大字生野屋９８８番地２４ 生野屋二丁目１５番４０号
大字生野屋９８８番地２５ 生野屋二丁目１５番３９号
大字生野屋９８８番地３ 生野屋二丁目１７番１８号
大字生野屋９８８番地６ 生野屋二丁目１６番１号
大字生野屋９８８番地８ 生野屋二丁目１６番５号
大字生野屋９８８番地９ 生野屋二丁目１６番８号
大字生野屋９８９番地１ 生野屋二丁目１８番２１号
大字生野屋９８９番地１ 生野屋二丁目１８番２１号
大字生野屋９８９番地１１ 生野屋二丁目１７番１９号
大字生野屋９８９番地３ 生野屋二丁目１８番１９号
大字生野屋９８９番地７ 生野屋二丁目１７番１号
大字生野屋９８９番地８ 生野屋二丁目１７番３号
大字生野屋９８９番地９ 生野屋二丁目１７番５号
大字生野屋９８９番地９ 生野屋二丁目１７番５号
大字生野屋９９０番地１４ 生野屋一丁目１０番４３号
大字生野屋９９０番地１５ 生野屋一丁目１０番４５号
大字生野屋９９０番地１７ 生野屋一丁目１０番３７号
大字生野屋９９０番地２１ 生野屋一丁目１０番３３号
大字生野屋９９０番地２４ 生野屋一丁目１１番１０号
大字生野屋９９０番地２４ 生野屋一丁目１１番１０号
大字生野屋９９０番地８ 生野屋一丁目１１番１４号
大字生野屋９９０番地９ 生野屋一丁目１１番１２号
大字生野屋９９３番地１ 生野屋二丁目１９番１号
大字生野屋９９３番地１０ 生野屋二丁目１８番３号
大字生野屋９９３番地１２ 生野屋二丁目１８番６号
大字生野屋９９３番地１５ 生野屋二丁目１８番２２号
大字生野屋９９３番地２２ 生野屋二丁目１９番５号
大字生野屋９９３番地４ 生野屋二丁目１９番２３号
大字生野屋９９３番地５ 生野屋二丁目１９番２２号
大字生野屋９９３番地６ 生野屋二丁目１９番２１号
大字生野屋９９３番地９ 生野屋二丁目１８番１号
大字生野屋９９５番地１ 生野屋三丁目１番１号
大字生野屋９９５番地１ 生野屋三丁目１番１号
大字生野屋９９８番地１０ 生野屋一丁目１７番１４号
大字生野屋９９８番地１２ 生野屋一丁目１７番１７号
大字生野屋９９８番地１３ 生野屋一丁目１７番１５号
大字生野屋９９８番地１４ 生野屋一丁目１７番２０号
大字生野屋９９８番地１４ 生野屋一丁目１７番２０号
大字生野屋９９８番地１５ 生野屋一丁目１７番２２号
大字生野屋９９８番地１７ 生野屋一丁目１６番１号
大字生野屋９９８番地１８ 生野屋一丁目１６番３号
大字生野屋９９８番地１９ 生野屋一丁目１６番５号
大字生野屋９９８番地２０ 生野屋一丁目１６番８号
大字生野屋９９８番地２１ 生野屋一丁目１６番１０号
大字生野屋９９８番地２３ 生野屋一丁目１６番１３号
大字生野屋９９８番地２５ 生野屋一丁目１６番１１号
大字生野屋９９８番地２６ 生野屋一丁目１６番２０号
大字生野屋９９８番地２７ 生野屋一丁目１６番１９号
大字生野屋９９８番地２８ 生野屋一丁目１６番１６号
大字生野屋９９８番地３０ 生野屋一丁目１５番５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋９９８番地３０ 生野屋一丁目１５番５号
大字生野屋９９８番地３１ 生野屋一丁目１５番３号
大字生野屋９９８番地３２ 生野屋一丁目１５番１号
大字生野屋９９８番地３３ 生野屋一丁目１４番２０号
大字生野屋９９８番地３４ 生野屋一丁目１４番２１号
大字生野屋９９８番地３４ 生野屋一丁目１４番２１号
大字生野屋９９８番地３５ 生野屋一丁目１４番２号
大字生野屋９９８番地３６ 生野屋一丁目１４番３号
大字生野屋９９８番地３８ 生野屋一丁目１４番２４号
大字生野屋９９８番地３８ 生野屋一丁目１４番２４号
大字生野屋９９８番地３９ 生野屋一丁目１４番１号
大字生野屋９９８番地４３ 生野屋一丁目１３番２０号
大字生野屋９９８番地４４ 生野屋一丁目１３番３号
大字生野屋９９８番地４５ 生野屋一丁目１３番５号
大字生野屋９９８番地４８ 生野屋一丁目１３番２２号
大字生野屋９９８番地４９ 生野屋一丁目１３番２４号
大字生野屋９９８番地５ 生野屋一丁目１７番５号
大字生野屋９９８番地５０ 生野屋一丁目１３番２号
大字生野屋９９８番地５１ 生野屋一丁目１３番１号
大字生野屋９９８番地５５ 生野屋一丁目１２番１９号
大字生野屋９９８番地５６ 生野屋一丁目１２番２０号
大字生野屋９９８番地５７ 生野屋一丁目１２番７号
大字生野屋９９８番地５８ 生野屋一丁目１２番５号
大字生野屋９９８番地５８ 生野屋一丁目１２番５号
大字生野屋９９８番地５９ 生野屋一丁目１２番３号
大字生野屋９９８番地６ 生野屋一丁目１７番６号
大字生野屋９９８番地６０ 生野屋一丁目１２番２２号
大字生野屋９９８番地６１ 生野屋一丁目１２番２号
大字生野屋９９８番地６２ 生野屋一丁目１２番２４号
大字生野屋９９８番地６２ 生野屋一丁目１２番２４号
大字生野屋９９８番地６３ 生野屋一丁目１２番１号
大字生野屋９９８番地６６ 生野屋一丁目１１番２１号
大字生野屋９９８番地６７ 生野屋一丁目１１番２２号
大字生野屋９９８番地６９ 生野屋一丁目１１番２５号
大字生野屋９９８番地６９ 生野屋一丁目１１番２５号
大字生野屋９９８番地７ 生野屋一丁目１７番７号
大字生野屋９９８番地７１ 生野屋一丁目１１番３号
大字生野屋９９８番地７２ 生野屋一丁目１１番１号
大字生野屋９９８番地８ 生野屋一丁目１７番１２号
大字生野屋９９８番地９ 生野屋一丁目１７番１３号
大字生野屋１００１番地５ 生野屋一丁目１７番３号
大字生野屋１０１０番地２ 生野屋一丁目１８番１０号
大字生野屋１０１２番地１ 生野屋一丁目１７番１号
大字生野屋１０１２番地１ 生野屋一丁目１７番１号
大字生野屋１０１４番地１ 生野屋一丁目１８番１号
大字生野屋１０１４番地２ 生野屋一丁目１８番３号
大字生野屋１０１５番地 生野屋一丁目２０番３３号
大字生野屋１０１６番地 生野屋一丁目２０番２８号
大字生野屋１０１６番地 生野屋一丁目２０番３５号
大字生野屋１０１６番地１ 生野屋三丁目１番２５号
大字生野屋１０１６番地１１ 生野屋三丁目１番２５号
大字生野屋１０１６番地１１ 生野屋三丁目１番２５号
大字生野屋１０１６番地１１ 生野屋三丁目１番２５号
大字生野屋１０１６番地１１ 生野屋三丁目１番２５号
大字生野屋１０１６番地１１ 生野屋西三丁目１６番１号
大字生野屋１０１６番地１２ 生野屋三丁目１番１９号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１０１６番地１２ 生野屋三丁目１番１９号
大字生野屋１０１７番地 生野屋三丁目１番１８号
大字生野屋１０２２番地 生野屋一丁目２０番１１号
大字生野屋１０２４番地３ 生野屋一丁目２１番２１号
大字生野屋１０２４番地６ 生野屋一丁目２１番１７号
大字生野屋１０２５番地１２ 生野屋一丁目２１番１０号
大字生野屋１０２５番地１３ 生野屋一丁目２１番１２号
大字生野屋１０２５番地１４ 生野屋一丁目２１番１３号
大字生野屋１０２５番地６ 生野屋一丁目２１番７号
大字生野屋１０２８番地 生野屋一丁目２０番６号
大字生野屋１０２８番地５ 生野屋一丁目２０番５号
大字生野屋１０２８番地５ 生野屋一丁目２０番５号
大字生野屋１０３０番地 生野屋一丁目２０番３号
大字生野屋１０３０番地 生野屋一丁目２０番３号
大字生野屋１０３２番地８ 生野屋一丁目２１番３号
大字生野屋１０３２番地８ 生野屋一丁目２１番３号
大字生野屋１０３３番地 生野屋一丁目２２番１号
大字生野屋１０４２番地１ 生野屋一丁目２２番７号
大字生野屋１０４３番地 生野屋一丁目２２番６号
大字生野屋１０６８番地１ 生野屋一丁目１９番６号
大字生野屋１０６８番地７ 生野屋一丁目１９番５号
大字生野屋１０６８番地８ 生野屋一丁目１９番３号
大字生野屋１０７８番地２ 生野屋西四丁目１６番２号
大字生野屋１０７８番地３ 生野屋西四丁目１６番１号
大字生野屋１０８１番地１ 生野屋西四丁目１７番３号
大字生野屋１０８１番地２ 生野屋西四丁目１７番１号
大字生野屋１０８３番地１０ 生野屋西四丁目１４番３号
大字生野屋１０８３番地１１ 生野屋西四丁目１４番２号
大字生野屋１０８３番地１２ 生野屋西四丁目１４番１号
大字生野屋１０８３番地１２ 生野屋西四丁目１４番１号
大字生野屋１０８３番地１５ 生野屋西四丁目１７番１４号
大字生野屋１０８３番地１６ 生野屋西四丁目１７番１２号
大字生野屋１０８３番地１７ 生野屋西四丁目１７番１１号
大字生野屋１０８３番地２ 生野屋西四丁目１７番１０号
大字生野屋１０８９番地 生野屋西四丁目１４番７号
大字生野屋１０８９番地１ 生野屋西四丁目１４番８号
大字生野屋１０９０番地６ 生野屋西四丁目１７番５号
大字生野屋１０９０番地６ 生野屋西四丁目１７番７号
大字生野屋１０９１番地１ 生野屋西四丁目１５番１１号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０３号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０１号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０２号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０４号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０５号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－１０６号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０１号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０２号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０３号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０４号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０５号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－２０６号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０１号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０２号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０３号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０４号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０５号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－３０６号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０１号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０２号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０３号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０４号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０５号
大字生野屋１０９１番地３ 生野屋西四丁目１５番７－４０６号
大字生野屋１０９１番地４ 生野屋西四丁目１５番３号
大字生野屋１０９１番地７ 生野屋西四丁目１５番１号
大字生野屋１０９２番地１０ 生野屋西四丁目１４番１５号
大字生野屋１０９２番地４ 生野屋西四丁目１４番２１号
大字生野屋１０９２番地５ 生野屋西四丁目１４番２０号
大字生野屋１０９２番地６ 生野屋西四丁目１４番１９号
大字生野屋１０９２番地７ 生野屋西四丁目１４番２２号
大字生野屋１０９２番地８ 生野屋西四丁目１４番２３号
大字生野屋１０９２番地９ 生野屋西四丁目１４番２６号
大字生野屋１０９２番地９ 生野屋西四丁目１４番２６号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番２号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番２号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番２号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番５号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番６号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番９号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番９号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１０号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１２号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１３号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１６号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１６号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１６号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番１８号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１３番２０号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番２９号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１０９３番地１ 生野屋西四丁目１４番３４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－１０６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－２０６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番１－３０６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－１０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－１０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－２０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番２－３０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－１０３号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－１０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－２０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番３－３０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１１番４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－１０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番１－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－１０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番２－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－１０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－１０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－１０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－１０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－２０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－２０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－２０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－２０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－３０１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－３０２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－３０３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１２番３－３０４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番８号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番８号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番８号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番９号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番９号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１０号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１０号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１０号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１１号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１２号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１３号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１４号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１５号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１６号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番１７号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１３番２０号
大字生野屋１１０２番地 生野屋西四丁目１４番３０号
大字生野屋１１０３番地２ 生野屋西四丁目１０番３２号
大字生野屋１１０３番地３ 生野屋西四丁目７番１３号
大字生野屋１１０３番地４ 生野屋西四丁目７番１５号
大字生野屋１１０３番地５ 生野屋西四丁目７番１４号
大字生野屋１１０４番地 生野屋西四丁目１０番３０号
大字生野屋１１０５番地６ 生野屋西四丁目１０番２５号
大字生野屋１１０５番地７ 生野屋西四丁目１０番２４号
大字生野屋１１０６番地４ 生野屋西四丁目１０番５号
大字生野屋１１０６番地４ 生野屋西四丁目１０番５号
大字生野屋１１０７番地３ 生野屋西四丁目１０番１０号
大字生野屋１１０７番地４ 生野屋西四丁目１０番２号
大字生野屋１１０７番地５ 生野屋西四丁目１０番１号
大字生野屋１１０８番地３ 生野屋西四丁目１０番２３号
大字生野屋１１０８番地７ 生野屋西四丁目１０番２０号
大字生野屋１１０８番地８ 生野屋西四丁目１０番１９号
大字生野屋１１０９番地 生野屋西四丁目１０番４３号
大字生野屋１１０９番地 生野屋西四丁目１０番４３号
大字生野屋１１１１番地１ 生野屋西三丁目１６番８号
大字生野屋１１１１番地１ 生野屋西三丁目１６番８号
大字生野屋１１１１番地１ 生野屋西三丁目１６番８号
大字生野屋１１１１番地１ 生野屋西三丁目１６番８号
大字生野屋１１１１番地１７ 生野屋西三丁目１６番５号
大字生野屋１１１２番地１ 生野屋西四丁目９番２３号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１２番地３ 生野屋西四丁目９番１５号
大字生野屋１１１３番地 生野屋西四丁目９番１８号
大字生野屋１１１３番地 生野屋西四丁目９番１８号
大字生野屋１１１５番地 生野屋西四丁目９番１８号
大字生野屋１１１５番地１０ 生野屋西四丁目６番３３号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１１５番地１１ 生野屋西四丁目６番３２号
大字生野屋１１１５番地１２ 生野屋西四丁目６番１８号
大字生野屋１１１５番地３ 生野屋西四丁目６番３５号
大字生野屋１１１５番地４ 生野屋西四丁目６番２５号
大字生野屋１１１５番地５ 生野屋西四丁目６番２４号
大字生野屋１１１５番地５ 生野屋西四丁目６番２４号
大字生野屋１１１５番地６ 生野屋西四丁目６番２３号
大字生野屋１１１５番地７ 生野屋西四丁目６番２２号
大字生野屋１１１５番地８ 生野屋西四丁目６番２７号
大字生野屋１１１５番地９ 生野屋西四丁目６番２８号
大字生野屋１１１６番地９ 生野屋西四丁目６番１４号
大字生野屋１１１８番地３ 生野屋西四丁目６番３７号
大字生野屋１１２０番地１０ 生野屋西四丁目８番１５号
大字生野屋１１２０番地１０ 生野屋西四丁目８番１５号
大字生野屋１１２０番地１１ 生野屋西四丁目８番１６号
大字生野屋１１２０番地１２ 生野屋西四丁目８番１８号
大字生野屋１１２０番地１３ 生野屋西四丁目８番２１号
大字生野屋１１２０番地１５ 生野屋西四丁目９番１１号
大字生野屋１１２０番地１６ 生野屋西四丁目９番１０号
大字生野屋１１２０番地１７ 生野屋西四丁目９番７号
大字生野屋１１２０番地１８ 生野屋西四丁目９番６号
大字生野屋１１２０番地１８ 生野屋西四丁目９番６号
大字生野屋１１２０番地１８ 生野屋西四丁目９番６号
大字生野屋１１２０番地１９ 生野屋西四丁目９番５号
大字生野屋１１２０番地２ 生野屋西四丁目７番５号
大字生野屋１１２０番地２ 生野屋西四丁目７番５号
大字生野屋１１２０番地２１ 生野屋西四丁目８番１号
大字生野屋１１２０番地２２ 生野屋西四丁目９番１号
大字生野屋１１２０番地２４ 生野屋西四丁目９番１６号
大字生野屋１１２０番地２４ 生野屋西四丁目９番１６号
大字生野屋１１２０番地２４ 生野屋西四丁目９番１６号
大字生野屋１１２０番地４ 生野屋西四丁目９番１６号
大字生野屋１１２０番地５ 生野屋西四丁目８番１３号
大字生野屋１１２０番地６ 生野屋西四丁目８番８号
大字生野屋１１２０番地６ 生野屋西四丁目８番８号
大字生野屋１１２０番地７ 生野屋西四丁目８番７号
大字生野屋１１２０番地７ 生野屋西四丁目８番７号
大字生野屋１１２０番地８ 生野屋西四丁目８番５号
大字生野屋１１２０番地９ 生野屋西四丁目８番３号
大字生野屋１１２３番地１０ 生野屋一丁目１０番２６号
大字生野屋１１２３番地１１ 生野屋一丁目１０番２５号
大字生野屋１１２３番地１３ 生野屋一丁目１０番２４号
大字生野屋１１２３番地１４ 生野屋一丁目１０番２３号
大字生野屋１１２３番地１４ 生野屋一丁目１０番２３号
大字生野屋１１２３番地１５ 生野屋一丁目１０番２２号
大字生野屋１１２３番地１５ 生野屋一丁目１０番２２号
大字生野屋１１２３番地１７ 生野屋一丁目１０番２０号
大字生野屋１１２３番地１８ 生野屋一丁目１０番１７号
大字生野屋１１２３番地２ 生野屋一丁目１２番１８号
大字生野屋１１２３番地２４ 生野屋一丁目１３番１８号
大字生野屋１１２３番地２６ 生野屋一丁目１３番７号
大字生野屋１１２３番地２７ 生野屋一丁目１３番８号
大字生野屋１１２３番地２８ 生野屋一丁目１３番１０号
大字生野屋１１２３番地２９ 生野屋一丁目１３番１２号
大字生野屋１１２３番地３０ 生野屋一丁目１３番１６号
大字生野屋１１２３番地３３ 生野屋一丁目１４番１０号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１２３番地３４ 生野屋一丁目１４番１２号
大字生野屋１１２３番地３５ 生野屋一丁目１４番１５号
大字生野屋１１２３番地３６ 生野屋一丁目１４番８号
大字生野屋１１２３番地３７ 生野屋一丁目１４番１８号
大字生野屋１１２３番地３８ 生野屋一丁目１４番７号
大字生野屋１１２３番地４ 生野屋一丁目１２番１６号
大字生野屋１１２３番地４０ 生野屋一丁目１４番５号
大字生野屋１１２３番地４３ 生野屋一丁目１５番１１号
大字生野屋１１２３番地４５ 生野屋一丁目１５番１０号
大字生野屋１１２３番地４６ 生野屋一丁目１０番１３号
大字生野屋１１２３番地４７ 生野屋一丁目１０番１２号
大字生野屋１１２３番地４８ 生野屋一丁目１０番８号
大字生野屋１１２３番地４９ 生野屋一丁目１０番７号
大字生野屋１１２３番地５ 生野屋一丁目１２番８号
大字生野屋１１２３番地５２ 生野屋一丁目１０番１号
大字生野屋１１２３番地５３ 生野屋一丁目１０番３号
大字生野屋１１２３番地５４ 生野屋一丁目１０番５号
大字生野屋１１２３番地５５ 生野屋一丁目１０番６号
大字生野屋１１２３番地５７ 生野屋一丁目１０番１６号
大字生野屋１１２３番地５８ 生野屋一丁目１０番１５号
大字生野屋１１２３番地６ 生野屋一丁目１２番１５号
大字生野屋１１２３番地７ 生野屋一丁目１２番１０号
大字生野屋１１２３番地９ 生野屋一丁目１０番２７号
大字生野屋１１２６番地４ 生野屋一丁目９番２６号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２７番地２ 生野屋一丁目５番５号
大字生野屋１１２８番地 生野屋一丁目５番１号
大字生野屋１１２８番地 生野屋一丁目５番２号
大字生野屋１１３０番地２ 生野屋一丁目５番１８号
大字生野屋１１３２番地 生野屋一丁目５番２２号
大字生野屋１１３３番地３ 生野屋一丁目５番２１号
大字生野屋１１３４番地 生野屋一丁目４番１０号
大字生野屋１１３８番地 生野屋一丁目４番１号
大字生野屋１１３８番地 生野屋一丁目４番１号
大字生野屋１１４１番地１ 生野屋一丁目３番３２号
大字生野屋１１４１番地１０ 生野屋一丁目３番２４号
大字生野屋１１４１番地１１ 生野屋一丁目３番２５号
大字生野屋１１４１番地１２ 生野屋一丁目３番３５号
大字生野屋１１４１番地１４ 生野屋一丁目３番３４号
大字生野屋１１４１番地２ 生野屋一丁目３番３８号
大字生野屋１１４１番地３ 生野屋一丁目３番４０号
大字生野屋１１４１番地６ 生野屋一丁目３番２６号
大字生野屋１１４１番地７ 生野屋一丁目３番２８号
大字生野屋１１４１番地８ 生野屋一丁目３番２１号
大字生野屋１１４１番地９ 生野屋一丁目３番２３号
大字生野屋１１４２番地 生野屋一丁目２番１号
大字生野屋１１４３番地１１ 生野屋西四丁目３番１０号
大字生野屋１１４３番地１１ 生野屋西四丁目３番１０号
大字生野屋１１４３番地１７ 生野屋一丁目２番１６号
大字生野屋１１４３番地１７ 生野屋一丁目２番１６号
大字生野屋１１４３番地１７ 生野屋一丁目２番１６号
大字生野屋１１４３番地２ 生野屋西四丁目３番１２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１４３番地２２ 生野屋一丁目２番１８号
大字生野屋１１４３番地８ 生野屋西四丁目３番１３号
大字生野屋１１４４番地 生野屋一丁目２番７号
大字生野屋１１４６番地１ 生野屋一丁目２番１１号
大字生野屋１１４６番地１ 生野屋一丁目２番１１号
大字生野屋１１４６番地１ 生野屋一丁目２番１１号
大字生野屋１１４６番地２ 生野屋西四丁目３番１７号
大字生野屋１１４６番地２ 生野屋西四丁目３番１７号
大字生野屋１１４６番地４ 生野屋一丁目２番１５号
大字生野屋１１４６番地４ 生野屋一丁目２番１５号
大字生野屋１１４６番地４ 生野屋一丁目２番１５号
大字生野屋１１４７番地１ 生野屋西四丁目３番２６号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４７番地２ 生野屋西四丁目３番２３号
大字生野屋１１４８番地１ 生野屋西四丁目３番３０号
大字生野屋１１４８番地７ 生野屋西四丁目３番１３号
大字生野屋１１４９番地 生野屋西四丁目３番３６号
大字生野屋１１４番地 生野屋南二丁目７番１３号
大字生野屋１１５０番地３ 生野屋西四丁目３番６号
大字生野屋１１５１番地 生野屋西四丁目３番２号
大字生野屋１１５３番地１０ 生野屋一丁目３番６号
大字生野屋１１５３番地１１ 生野屋一丁目３番５号
大字生野屋１１５３番地１６ 生野屋一丁目３番１６号
大字生野屋１１５３番地１７ 生野屋一丁目３番１７号
大字生野屋１１５３番地１８ 生野屋一丁目３番１８号
大字生野屋１１５３番地５ 生野屋一丁目３番３号
大字生野屋１１５３番地６ 生野屋一丁目３番２号
大字生野屋１１５３番地７ 生野屋一丁目３番１号
大字生野屋１１５３番地７ 生野屋一丁目３番１号
大字生野屋１１５３番地８ 生野屋一丁目３番８号
大字生野屋１１５３番地８ 生野屋一丁目３番８号
大字生野屋１１５３番地９ 生野屋一丁目３番７号
大字生野屋１１５９番地 生野屋西四丁目５番６号
大字生野屋１１６０番地２ 生野屋西四丁目２番１号
大字生野屋１１６０番地３ 生野屋西四丁目２番２号
大字生野屋１１６０番地５ 生野屋西四丁目２番３３号
大字生野屋１１６０番地６ 生野屋西四丁目２番３２号
大字生野屋１１６０番地６ 生野屋西四丁目２番３２号
大字生野屋１１６１番地 生野屋西四丁目２番５号
大字生野屋１１６８番地 生野屋西四丁目１番１号
大字生野屋１１６８番地 生野屋西四丁目１番１号
大字生野屋１１６８番地１ 生野屋西四丁目１番１号
大字生野屋１１６９番地２ 生野屋西四丁目１番１０号
大字生野屋１１６９番地４ 生野屋西四丁目１番３号
大字生野屋１１６９番地５ 生野屋西四丁目１番８号
大字生野屋１１６９番地６ 生野屋西四丁目１番５号
大字生野屋１１７０番地７ 生野屋西二丁目５番６号
大字生野屋１１７０番地７ 生野屋西二丁目５番６号
大字生野屋１１７１番地５ 生野屋西四丁目１番２４号
大字生野屋１１７２番地 生野屋西四丁目１番２０号
大字生野屋１１７２番地 生野屋西四丁目１番２０号
大字生野屋１１７７番地 生野屋西二丁目５番１０号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１７７番地 生野屋西二丁目５番１２号
大字生野屋１１７７番地 生野屋西二丁目５番１２号
大字生野屋１１７８番地 生野屋西二丁目５番１４号
大字生野屋１１７８番地 生野屋西二丁目５番１４号
大字生野屋１１８０番地１ 生野屋西二丁目５番１６号
大字生野屋１１８１番地 生野屋西二丁目５番１７号
大字生野屋１１８３番地 生野屋西二丁目５番１８号
大字生野屋１１８３番地 生野屋西二丁目５番１８号
大字生野屋１１８４番地 生野屋西二丁目５番２４号
大字生野屋１１８５番地１ 生野屋西二丁目５番４３号
大字生野屋１１８５番地１１ 生野屋西二丁目６番５号
大字生野屋１１８５番地１３ 生野屋西二丁目５番５２号
大字生野屋１１８５番地１４ 生野屋西二丁目５番５１号
大字生野屋１１８５番地１４ 生野屋西二丁目５番５１号
大字生野屋１１８５番地１５ 生野屋西二丁目５番５０号
大字生野屋１１８５番地１６ 生野屋西二丁目５番４８号
大字生野屋１１８５番地１７ 生野屋西二丁目６番１号
大字生野屋１１８５番地１８ 生野屋西二丁目６番２号
大字生野屋１１８５番地２６ 生野屋西二丁目５番３１号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地２９ 生野屋西二丁目５番３７号
大字生野屋１１８５番地３２ 生野屋西二丁目５番３２号
大字生野屋１１８５番地３３ 生野屋西二丁目５番３３号
大字生野屋１１８５番地３５ 生野屋西二丁目５番３４号
大字生野屋１１８５番地５ 生野屋西二丁目６番１５号
大字生野屋１１８５番地６ 生野屋西二丁目６番１４号
大字生野屋１１８５番地７ 生野屋西二丁目６番１１号
大字生野屋１１８５番地８ 生野屋西二丁目６番１０号
大字生野屋１１８５番地９ 生野屋西二丁目６番８号
大字生野屋１１８９番地 生野屋西四丁目６番７号
大字生野屋１１８９番地 生野屋西四丁目６番７号
大字生野屋１１９０番地１ 生野屋西四丁目６番６号
大字生野屋１１９１番地 生野屋西二丁目２１番１９号
大字生野屋１１９１番地１０ 生野屋西二丁目１７番２５号
大字生野屋１１９１番地１１ 生野屋西二丁目１９番３１号
大字生野屋１１９１番地１１ 生野屋西二丁目１９番３１号
大字生野屋１１９１番地１４ 生野屋西二丁目２３番１号
大字生野屋１１９１番地１６ 生野屋西二丁目２１番５号
大字生野屋１１９１番地１７ 生野屋西二丁目１６番２６号
大字生野屋１１９１番地１８ 生野屋西二丁目１６番１号
大字生野屋１１９１番地１８ 生野屋西二丁目１６番１号
大字生野屋１１９１番地２０ 生野屋西二丁目１６番２号
大字生野屋１１９１番地２１ 生野屋西二丁目１６番３号
大字生野屋１１９１番地２２ 生野屋西二丁目１７番２９号
大字生野屋１１９１番地２４ 生野屋西二丁目１７番３号
大字生野屋１１９１番地２５ 生野屋西二丁目１７番６号
大字生野屋１１９１番地２６ 生野屋西二丁目１７番２４号
大字生野屋１１９１番地２７ 生野屋西二丁目１７番７号
大字生野屋１１９１番地２８ 生野屋西二丁目１７番８号
大字生野屋１１９１番地２９ 生野屋西二丁目１７番２２号
大字生野屋１１９１番地３１ 生野屋西二丁目１７番１０号
大字生野屋１１９１番地３２ 生野屋西二丁目１９番２８号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１１９１番地３３ 生野屋西二丁目１９番２６号
大字生野屋１１９１番地３６ 生野屋西二丁目１９番１９号
大字生野屋１１９１番地３７ 生野屋西二丁目１９番２０号
大字生野屋１１９１番地３８ 生野屋西二丁目２１番２０号
大字生野屋１１９１番地４１ 生野屋西二丁目２１番２２号
大字生野屋１１９１番地４２ 生野屋西二丁目２１番２４号
大字生野屋１１９１番地４３ 生野屋西二丁目２１番２６号
大字生野屋１１９１番地４５ 生野屋西二丁目１７番２６号
大字生野屋１１９１番地４５ 生野屋西二丁目１７番２６号
大字生野屋１１９１番地４６ 生野屋西二丁目１７番２８号
大字生野屋１１９１番地４９ 生野屋西二丁目２０番１号
大字生野屋１１９１番地５１ 生野屋西二丁目２０番１０号
大字生野屋１１９１番地５６ 生野屋西二丁目２０番７号
大字生野屋１１９１番地５６ 生野屋西二丁目２０番７号
大字生野屋１１９１番地５７ 生野屋西二丁目２０番８号
大字生野屋１１９１番地５７ 生野屋西二丁目２０番８号
大字生野屋１１９１番地６ 生野屋西二丁目２３番３号
大字生野屋１１９２番地１ 生野屋西二丁目２０番２９号
大字生野屋１１９２番地２ 生野屋西二丁目２０番２４号
大字生野屋１１９２番地３ 生野屋西二丁目２０番２１号
大字生野屋１１９３番地１２ 生野屋西二丁目２０番１６号
大字生野屋１１９３番地６ 生野屋西二丁目２０番１７号
大字生野屋１１９３番地６ 生野屋西二丁目２０番１７号
大字生野屋１１９３番地６ 生野屋西二丁目２０番１８号
大字生野屋１１９５番地２ 生野屋西二丁目２０番３号
大字生野屋１１９５番地３ 生野屋西二丁目２０番２号
大字生野屋１１９８番地 生野屋西二丁目１９番３６号
大字生野屋１１９８番地 生野屋西二丁目１９番３６号
大字生野屋１１９９番地１０ 生野屋西二丁目１９番１３号
大字生野屋１１９９番地１０ 生野屋西二丁目１９番１３号
大字生野屋１１９９番地１１ 生野屋西二丁目１９番１２号
大字生野屋１１９９番地２ 生野屋西二丁目１９番３８号
大字生野屋１１９９番地２ 生野屋西二丁目１９番３８号
大字生野屋１２００番地２ 生野屋西二丁目１９番４５号
大字生野屋１２００番地３ 生野屋西二丁目１９番４６号
大字生野屋１２０２番地 生野屋西二丁目１９番４３号
大字生野屋１２０６番地 生野屋西二丁目７番３号
大字生野屋１２０６番地２ 生野屋西二丁目７番６号
大字生野屋１２０６番地３ 生野屋西二丁目７番７号
大字生野屋１２０７番地３ 生野屋西二丁目７番１５号
大字生野屋１２０７番地４ 生野屋西二丁目７番１４号
大字生野屋１２０７番地５ 生野屋西二丁目７番１３号
大字生野屋１２０７番地６ 生野屋西二丁目７番１２号
大字生野屋１２０７番地７ 生野屋西二丁目７番１１号
大字生野屋１２０７番地８ 生野屋西二丁目７番１０号
大字生野屋１２０７番地９ 生野屋西二丁目７番８号
大字生野屋１２０９番地１０ 生野屋西二丁目４番２７号
大字生野屋１２０９番地１１ 生野屋西二丁目４番２９号
大字生野屋１２０９番地１２ 生野屋西二丁目４番３１号
大字生野屋１２０９番地５ 生野屋西二丁目４番１８号
大字生野屋１２０９番地６ 生野屋西二丁目４番２０号
大字生野屋１２０９番地７ 生野屋西二丁目４番２２号
大字生野屋１２０９番地８ 生野屋西二丁目４番２３号
大字生野屋１２１０番地５ 生野屋西二丁目４番１１号
大字生野屋１２１０番地５ 生野屋西二丁目４番１１号
大字生野屋１２１０番地６ 生野屋西二丁目４番１２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１２１０番地８ 生野屋西二丁目４番２５号
大字生野屋１２１１番地 生野屋西二丁目４番４６号
大字生野屋１２１１番地 生野屋西二丁目４番４６号
大字生野屋１２１４番地 生野屋西二丁目４番１号
大字生野屋１２１４番地 生野屋西二丁目４番１号
大字生野屋１２１５番地５ 生野屋西二丁目４番７号
大字生野屋１２１５番地５ 生野屋西二丁目４番７号
大字生野屋１２１５番地６ 生野屋西二丁目４番１０号
大字生野屋１２１６番地５ 生野屋西二丁目３番１号
大字生野屋１２１６番地５ 生野屋西二丁目３番１号
大字生野屋１２１７番地６ 生野屋西二丁目３番２７号
大字生野屋１２１７番地６ 生野屋西二丁目３番２７号
大字生野屋１２１７番地６ 生野屋西二丁目３番２７号
大字生野屋１２１７番地６ 生野屋西二丁目３番２７号
大字生野屋１２１７番地８ 生野屋西二丁目３番１４号
大字生野屋１２１７番地９ 生野屋西二丁目３番１３号
大字生野屋１２１７番地９ 生野屋西二丁目３番１３号
大字生野屋１２１７番地９ 生野屋西二丁目３番１３号
大字生野屋１２１８番地 生野屋西二丁目３番３２号
大字生野屋１２２０番地 生野屋西二丁目３番２４号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番１９号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番１９号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番１９号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番１９号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地１５ 生野屋西二丁目３番２０号
大字生野屋１２２１番地４ 生野屋西二丁目３番２１号
大字生野屋１２２２番地 生野屋西二丁目３番７号
大字生野屋１２２２番地３ 生野屋西二丁目３番５号
大字生野屋１２２３番地 生野屋西二丁目３番６号
大字生野屋１２２７番地 生野屋西二丁目８番３１号
大字生野屋１２２７番地 生野屋西二丁目８番３１号
大字生野屋１２２７番地 生野屋西二丁目８番３２号
大字生野屋１２２８番地２ 生野屋西二丁目８番２１号
大字生野屋１２３０番地１００ 生野屋西二丁目１８番３号
大字生野屋１２３０番地１０１ 生野屋西二丁目１８番５号
大字生野屋１２３０番地１０２ 生野屋西二丁目１８番１０号
大字生野屋１２３０番地１０３ 生野屋西二丁目１７番２０号
大字生野屋１２３０番地１０５ 生野屋西二丁目１７番１１号
大字生野屋１２３０番地１０６ 生野屋西二丁目１７番１８号
大字生野屋１２３０番地１０７ 生野屋西二丁目１７番１７号
大字生野屋１２３０番地１０８ 生野屋西二丁目１９番１６号
大字生野屋１２３０番地１０９ 生野屋西二丁目１８番１８号
大字生野屋１２３０番地１１ 生野屋西三丁目２０番２５号
大字生野屋１２３０番地１１０ 生野屋西二丁目１８番１６号
大字生野屋１２３０番地１１１ 生野屋西二丁目１８番１５号
大字生野屋１２３０番地１１２ 生野屋西二丁目１８番１３号
大字生野屋１２３０番地１１３ 生野屋西二丁目１９番１号
大字生野屋１２３０番地１１７ 生野屋西三丁目１６番１０号
大字生野屋１２３０番地１１９ 生野屋西三丁目１６番３号
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大字生野屋１２３０番地１２ 生野屋西三丁目１６番１３号
大字生野屋１２３０番地１２０ 生野屋西三丁目１６番１号
大字生野屋１２３０番地１２３ 生野屋西二丁目２３番２４号
大字生野屋１２３０番地１２３ 生野屋西二丁目２３番２４号
大字生野屋１２３０番地１２４ 生野屋西二丁目２１番８号
大字生野屋１２３０番地１２６ 生野屋西二丁目２１番７号
大字生野屋１２３０番地１２７ 生野屋西二丁目２２番２０号
大字生野屋１２３０番地１２８ 生野屋西二丁目２２番２号
大字生野屋１２３０番地１２９ 生野屋西二丁目２２番１８号
大字生野屋１２３０番地１３ 生野屋西三丁目１４番２５号
大字生野屋１２３０番地１３０ 生野屋西二丁目２２番１７号
大字生野屋１２３０番地１３１ 生野屋西二丁目２１番２８号
大字生野屋１２３０番地１３２ 生野屋西二丁目２１番２７号
大字生野屋１２３０番地１３４ 生野屋西二丁目１４番１４号
大字生野屋１２３０番地１３５ 生野屋西二丁目１４番７号
大字生野屋１２３０番地１３６ 生野屋西二丁目１４番６号
大字生野屋１２３０番地１３７ 生野屋西二丁目１４番５号
大字生野屋１２３０番地１３９ 生野屋西二丁目１２番２６号
大字生野屋１２３０番地１４ 生野屋西三丁目１３番１号
大字生野屋１２３０番地１４８ 生野屋西二丁目１８番２０号
大字生野屋１２３０番地１４９ 生野屋西二丁目１８番１９号
大字生野屋１２３０番地１５ 生野屋西三丁目１２番１５号
大字生野屋１２３０番地１５３ 生野屋西三丁目１７番８号
大字生野屋１２３０番地１５４ 生野屋西三丁目１７番７号
大字生野屋１２３０番地１５５ 生野屋西三丁目１７番５号
大字生野屋１２３０番地１５６ 生野屋西三丁目１７番１号
大字生野屋１２３０番地１５６ 生野屋西三丁目１７番１号
大字生野屋１２３０番地１５８ 生野屋西三丁目１８番１号
大字生野屋１２３０番地１５９ 生野屋西三丁目１８番２３号
大字生野屋１２３０番地１６１ 生野屋西三丁目１８番２１号
大字生野屋１２３０番地１６２ 生野屋西三丁目１８番３号
大字生野屋１２３０番地１６３ 生野屋西三丁目１８番１９号
大字生野屋１２３０番地１６４ 生野屋西三丁目１８番５号
大字生野屋１２３０番地１６５ 生野屋西三丁目１８番１７号
大字生野屋１２３０番地１６６ 生野屋西三丁目１８番７号
大字生野屋１２３０番地１６７ 生野屋西三丁目１８番１６号
大字生野屋１２３０番地１６７ 生野屋西三丁目１８番１６号
大字生野屋１２３０番地１６８ 生野屋西三丁目１８番８号
大字生野屋１２３０番地１６９ 生野屋西三丁目１８番１４号
大字生野屋１２３０番地１７ 生野屋西三丁目２１番５号
大字生野屋１２３０番地１７０ 生野屋西三丁目１８番１０号
大字生野屋１２３０番地１７１ 生野屋西三丁目１９番２４号
大字生野屋１２３０番地１７２ 生野屋西三丁目１９番２号
大字生野屋１２３０番地１７３ 生野屋西三丁目１９番２２号
大字生野屋１２３０番地１７４ 生野屋西三丁目１９番３号
大字生野屋１２３０番地１７５ 生野屋西三丁目１９番２１号
大字生野屋１２３０番地１７６ 生野屋西三丁目１９番５号
大字生野屋１２３０番地１７７ 生野屋西三丁目１９番１９号
大字生野屋１２３０番地１７８ 生野屋西三丁目１９番１７号
大字生野屋１２３０番地１７９ 生野屋西三丁目１９番８号
大字生野屋１２３０番地１８０ 生野屋西三丁目１９番１６号
大字生野屋１２３０番地１８１ 生野屋西三丁目１９番１０号
大字生野屋１２３０番地１８２ 生野屋西三丁目２０番１号
大字生野屋１２３０番地１８３ 生野屋西三丁目２０番２３号
大字生野屋１２３０番地１８４ 生野屋西三丁目２０番２号
大字生野屋１２３０番地１８５ 生野屋西三丁目２０番２２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１２３０番地１８６ 生野屋西三丁目２０番３号
大字生野屋１２３０番地１８６ 生野屋西三丁目２０番３号
大字生野屋１２３０番地１８７ 生野屋西三丁目２０番２０号
大字生野屋１２３０番地１８８ 生野屋西三丁目２０番６号
大字生野屋１２３０番地１８９ 生野屋西三丁目２０番１８号
大字生野屋１２３０番地１９０ 生野屋西三丁目２０番７号
大字生野屋１２３０番地１９１ 生野屋西三丁目２０番１７号
大字生野屋１２３０番地１９２ 生野屋西三丁目２０番８号
大字生野屋１２３０番地１９２ 生野屋西三丁目２０番８号
大字生野屋１２３０番地１９３ 生野屋西三丁目２０番１６号
大字生野屋１２３０番地１９４ 生野屋西三丁目２０番１０号
大字生野屋１２３０番地１９５ 生野屋西三丁目１４番２号
大字生野屋１２３０番地１９５ 生野屋西三丁目１４番２号
大字生野屋１２３０番地１９６ 生野屋西三丁目１４番２２号
大字生野屋１２３０番地１９７ 生野屋西三丁目１４番２１号
大字生野屋１２３０番地１９８ 生野屋西三丁目１４番１９号
大字生野屋１２３０番地１９９ 生野屋西三丁目１４番１８号
大字生野屋１２３０番地２００ 生野屋西三丁目１４番８号
大字生野屋１２３０番地２０１ 生野屋西三丁目１４番１６号
大字生野屋１２３０番地２０２ 生野屋西三丁目１４番１５号
大字生野屋１２３０番地２０３ 生野屋西三丁目１３番２４号
大字生野屋１２３０番地２０４ 生野屋西三丁目１３番２号
大字生野屋１２３０番地２０５ 生野屋西三丁目１３番２３号
大字生野屋１２３０番地２０６ 生野屋西三丁目１３番３号
大字生野屋１２３０番地２０７ 生野屋西三丁目１３番２１号
大字生野屋１２３０番地２０８ 生野屋西三丁目１３番２０号
大字生野屋１２３０番地２０９ 生野屋西三丁目１３番７号
大字生野屋１２３０番地２１ 生野屋西三丁目１５番５号
大字生野屋１２３０番地２１０ 生野屋西三丁目１３番１８号
大字生野屋１２３０番地２１１ 生野屋西三丁目１３番８号
大字生野屋１２３０番地２１２ 生野屋西三丁目１３番１６号
大字生野屋１２３０番地２１３ 生野屋西三丁目１３番１４号
大字生野屋１２３０番地２１３ 生野屋西三丁目１３番１４号
大字生野屋１２３０番地２１４ 生野屋西三丁目１２番１０号
大字生野屋１２３０番地２１５ 生野屋西三丁目１２番８号
大字生野屋１２３０番地２１６ 生野屋西三丁目１２番１６号
大字生野屋１２３０番地２１９ 生野屋西二丁目２３番２５号
大字生野屋１２３０番地２２０ 生野屋西三丁目２２番１０号
大字生野屋１２３０番地２３５ 生野屋西三丁目１１番８号
大字生野屋１２３０番地２３７ 生野屋西三丁目２１番６号
大字生野屋１２３０番地２３８ 生野屋西三丁目２１番８号
大字生野屋１２３０番地２４３ 生野屋西二丁目２３番８号
大字生野屋１２３０番地２４４ 生野屋西二丁目１３番５号
大字生野屋１２３０番地２４５ 生野屋西二丁目１３番１号
大字生野屋１２３０番地２４５ 生野屋西二丁目１３番１号
大字生野屋１２３０番地２４９ 生野屋西二丁目１２番２３号
大字生野屋１２３０番地２５０ 生野屋西三丁目２１番２１号
大字生野屋１２３０番地２５４ 生野屋西三丁目２２番１１号
大字生野屋１２３０番地２５５ 生野屋西三丁目２２番１５号
大字生野屋１２３０番地２５７ 生野屋西三丁目２１番１号
大字生野屋１２３０番地２５８ 生野屋西三丁目２１番２号
大字生野屋１２３０番地２５９ 生野屋西二丁目１５番１１号
大字生野屋１２３０番地２６ 生野屋西二丁目２２番１号
大字生野屋１２３０番地２６０ 生野屋西二丁目１５番１３号
大字生野屋１２３０番地２６１ 生野屋西二丁目１５番１号
大字生野屋１２３０番地２７ 生野屋西二丁目２１番３２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１２３０番地２７０ 生野屋西三丁目２２番８号
大字生野屋１２３０番地２７０ 生野屋西三丁目２２番８号
大字生野屋１２３０番地２８ 生野屋西二丁目１６番１７号
大字生野屋１２３０番地３０ 生野屋西二丁目１５番８号
大字生野屋１２３０番地３１ 生野屋西二丁目１４番１３号
大字生野屋１２３０番地３２ 生野屋西二丁目１２番２８号
大字生野屋１２３０番地３３ 生野屋西二丁目１７番１５号
大字生野屋１２３０番地３４ 生野屋西二丁目１９番２４号
大字生野屋１２３０番地３６ 生野屋西二丁目１８番１号
大字生野屋１２３０番地３９ 生野屋西三丁目１９番１号
大字生野屋１２３０番地４０ 生野屋西三丁目１９番７号
大字生野屋１２３０番地４１ 生野屋西三丁目１４番１号
大字生野屋１２３０番地４２ 生野屋西三丁目１４番３号
大字生野屋１２３０番地４２ 生野屋西三丁目１４番３号
大字生野屋１２３０番地４３ 生野屋西三丁目１４番５号
大字生野屋１２３０番地４４ 生野屋西三丁目１４番７号
大字生野屋１２３０番地４４ 生野屋西三丁目１４番７号
大字生野屋１２３０番地４５ 生野屋西三丁目１４番１０号
大字生野屋１２３０番地４６ 生野屋西三丁目１３番５号
大字生野屋１２３０番地４７ 生野屋西三丁目１３番１０号
大字生野屋１２３０番地４８ 生野屋西三丁目１２番１号
大字生野屋１２３０番地４９ 生野屋西三丁目１２番２４号
大字生野屋１２３０番地５０ 生野屋西三丁目１２番２号
大字生野屋１２３０番地５０ 生野屋西三丁目１２番２号
大字生野屋１２３０番地５１ 生野屋西三丁目１２番２３号
大字生野屋１２３０番地５２ 生野屋西三丁目１２番３号
大字生野屋１２３０番地５３ 生野屋西三丁目１２番２１号
大字生野屋１２３０番地５４ 生野屋西三丁目１２番５号
大字生野屋１２３０番地５５ 生野屋西三丁目１２番２０号
大字生野屋１２３０番地５６ 生野屋西三丁目１２番７号
大字生野屋１２３０番地５７ 生野屋西三丁目１２番１８号
大字生野屋１２３０番地５８ 生野屋西二丁目１４番１号
大字生野屋１２３０番地５９ 生野屋西二丁目１４番１８号
大字生野屋１２３０番地６０ 生野屋西二丁目１４番１５号
大字生野屋１２３０番地６１ 生野屋西三丁目１５番３号
大字生野屋１２３０番地６２ 生野屋西三丁目１５番１号
大字生野屋１２３０番地６３ 生野屋西二丁目２２番２３号
大字生野屋１２３０番地６４ 生野屋西二丁目２２番３号
大字生野屋１２３０番地６５ 生野屋西二丁目２２番５号
大字生野屋１２３０番地６６ 生野屋西二丁目２２番１５号
大字生野屋１２３０番地６７ 生野屋西二丁目２２番６号
大字生野屋１２３０番地６８ 生野屋西二丁目２２番１３号
大字生野屋１２３０番地７ 生野屋西三丁目１７番１０号
大字生野屋１２３０番地７０ 生野屋西二丁目２１番１号
大字生野屋１２３０番地７１ 生野屋西二丁目２１番２号
大字生野屋１２３０番地７２ 生野屋西二丁目２１番３号
大字生野屋１２３０番地７３ 生野屋西二丁目２３番２２号
大字生野屋１２３０番地７４ 生野屋西二丁目２３番２１号
大字生野屋１２３０番地７５ 生野屋西二丁目２３番１９号
大字生野屋１２３０番地７６ 生野屋西二丁目２３番１７号
大字生野屋１２３０番地７７ 生野屋西二丁目２３番１６号
大字生野屋１２３０番地７８ 生野屋西二丁目２３番１５号
大字生野屋１２３０番地７９ 生野屋西二丁目２３番１３号
大字生野屋１２３０番地８ 生野屋西三丁目１８番２５号
大字生野屋１２３０番地８１ 生野屋西二丁目２３番７号
大字生野屋１２３０番地８２ 生野屋西二丁目２３番６号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１２３０番地８６ 生野屋西二丁目１６番２４号
大字生野屋１２３０番地８７ 生野屋西二丁目１６番２３号
大字生野屋１２３０番地８９ 生野屋西二丁目１６番６号
大字生野屋１２３０番地９ 生野屋西三丁目１９番２５号
大字生野屋１２３０番地９０ 生野屋西二丁目１６番２１号
大字生野屋１２３０番地９１ 生野屋西二丁目１６番７号
大字生野屋１２３０番地９２ 生野屋西二丁目１６番２０号
大字生野屋１２３０番地９３ 生野屋西二丁目１６番８号
大字生野屋１２３０番地９４ 生野屋西二丁目１６番１９号
大字生野屋１２３０番地９５ 生野屋西二丁目１６番１１号
大字生野屋１２３０番地９５ 生野屋西二丁目１６番１１号
大字生野屋１２３０番地９６ 生野屋西二丁目１６番１４号
大字生野屋１２３０番地９７ 生野屋西二丁目１８番２号
大字生野屋１２３０番地９８ 生野屋西二丁目１８番１２号
大字生野屋１２３０番地９９ 生野屋西二丁目１８番１１号
大字生野屋１２５４番地１ 生野屋西二丁目１２番１８号
大字生野屋１２５４番地２ 生野屋西二丁目１２番１９号
大字生野屋１２５７番地１１ 生野屋西二丁目１２番１０号
大字生野屋１２５７番地１２ 生野屋西二丁目１２番８号
大字生野屋１２５７番地１３ 生野屋西二丁目１２番３号
大字生野屋１２５７番地１４ 生野屋西二丁目１２番５号
大字生野屋１２５７番地１５ 生野屋西二丁目１２番２号
大字生野屋１２５７番地１６ 生野屋西二丁目１２番１号
大字生野屋１２５７番地３ 生野屋西二丁目１２番３９号
大字生野屋１２５７番地５ 生野屋西二丁目１２番３８号
大字生野屋１２５７番地５ 生野屋西二丁目１２番３８号
大字生野屋１２５７番地９ 生野屋西二丁目１２番３７号
大字生野屋１２５９番地 生野屋西二丁目１１番１５号
大字生野屋１２６０番地４ 生野屋西二丁目１１番１１号
大字生野屋１２６０番地５ 生野屋西二丁目１１番１０号
大字生野屋１２６０番地６ 生野屋西二丁目１１番８号
大字生野屋１２６０番地７ 生野屋西二丁目１１番６号
大字生野屋１２６０番地９ 生野屋西二丁目１１番５号
大字生野屋１２６６番地 生野屋西二丁目８番１９号
大字生野屋１２６７番地５ 生野屋西二丁目８番４６号
大字生野屋１２６９番地 生野屋西二丁目８番４３号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３８号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７０番地１ 生野屋西二丁目８番３９号
大字生野屋１２７１番地１６ 生野屋西二丁目２番１３号
大字生野屋１２７１番地１６ 生野屋西二丁目２番１３号
大字生野屋１２７１番地２ 生野屋西二丁目８番３４号
大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番７号
大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番７号
大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番８号



生野屋地区旧住所
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大字生野屋１２７１番地２０ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７１番地９ 生野屋西二丁目２番７号
大字生野屋１２７１番地９ 生野屋西二丁目２番７号
大字生野屋１２７１番地９ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７１番地９ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７１番地９ 生野屋西二丁目２番８号
大字生野屋１２７２番地 生野屋西二丁目２番１２号
大字生野屋１２７４番地 生野屋西二丁目２番１号
大字生野屋１２７４番地 生野屋西二丁目２番２号
大字生野屋１２７５番地 生野屋西二丁目２番５号
大字生野屋１２７６番地２ 生野屋西二丁目１番２３号
大字生野屋１２７６番地２ 生野屋西二丁目１番２３号
大字生野屋１２７６番地２ 生野屋西二丁目１番２３号
大字生野屋１２７８番地 生野屋西二丁目１番２５号
大字生野屋１２７９番地 生野屋西二丁目１番２８号
大字生野屋１２８０番地１１ 生野屋西二丁目９番１号
大字生野屋１２８０番地１２ 生野屋西二丁目１番１９号
大字生野屋１２８０番地１３ 生野屋西二丁目１番１６号
大字生野屋１２８０番地１３ 生野屋西二丁目１番１６号
大字生野屋１２８０番地５ 生野屋西二丁目１番６号
大字生野屋１２８０番地６ 生野屋西二丁目１番１０号
大字生野屋１２８０番地７ 生野屋西二丁目１番１１号
大字生野屋１２８０番地７ 生野屋西二丁目１番１１号
大字生野屋１２８０番地８ 生野屋西二丁目１番５号
大字生野屋１２８０番地９ 生野屋西二丁目１番１号
大字生野屋１２８２番地１ 生野屋西二丁目９番３号
大字生野屋１３０１番地 生野屋西二丁目９番６号
大字生野屋１３０２番地 生野屋西二丁目９番８号
大字生野屋１３０３番地 生野屋西二丁目９番１５号
大字生野屋１３１０番地３ 生野屋西三丁目１番２３号
大字生野屋１３１０番地５ 生野屋西三丁目１番２５号
大字生野屋１３１４番地 生野屋西二丁目１１番２０号
大字生野屋１３１６番地１４ 生野屋西二丁目１１番３５号
大字生野屋１３１６番地５ 生野屋西二丁目１１番３２号
大字生野屋１３１６番地７ 生野屋西二丁目１１番３０号
大字生野屋１３１７番地１０ 生野屋西三丁目１０番１７号
大字生野屋１３１７番地１１ 生野屋西三丁目１０番１６号
大字生野屋１３１７番地１７ 生野屋西三丁目２番７号
大字生野屋１３１７番地２ 生野屋西二丁目１３番１２号
大字生野屋１３１７番地４ 生野屋西二丁目１３番１７号
大字生野屋１３１７番地４ 生野屋西二丁目１３番１７号
大字生野屋１３１７番地４ 生野屋西二丁目１３番１７号
大字生野屋１３１７番地５ 生野屋西二丁目１２番１５号
大字生野屋１３１７番地５ 生野屋西二丁目１２番１６号
大字生野屋１３１７番地７ 生野屋西三丁目１０番１０号
大字生野屋１３１７番地８ 生野屋西三丁目１０番１１号
大字生野屋１３１９番地１ 生野屋西二丁目１２番１１号
大字生野屋１３２０番地１ 生野屋西三丁目２番１２号
大字生野屋１３２０番地１ 生野屋西三丁目２番１２号
大字生野屋１３２０番地１６ 生野屋西三丁目２番１６号
大字生野屋１３２０番地１７ 生野屋西三丁目２番１７号
大字生野屋１３２０番地５ 生野屋西三丁目２番１８号
大字生野屋１３２３番地 生野屋西三丁目１番２０号
大字生野屋１３２９番地 生野屋西三丁目１番１０号
大字生野屋１３２９番地 生野屋西三丁目１番１０号
大字生野屋１３３０番地３ 生野屋西三丁目１番１３号
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旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１３３１番地１ 生野屋西三丁目１番１５号
大字生野屋１３３２番地１ 生野屋西三丁目２番１０号
大字生野屋１３３２番地５ 生野屋西三丁目２番２７号
大字生野屋１３３２番地６ 生野屋西三丁目２番８号
大字生野屋１３３３番地１０ 生野屋西三丁目２２番３０号
大字生野屋１３３３番地１０ 生野屋西三丁目２２番３０号
大字生野屋１３３３番地２０ 生野屋西三丁目３番２号
大字生野屋１３３３番地２２ 生野屋西三丁目２番１号
大字生野屋１３３３番地２３ 生野屋西三丁目２番３号
大字生野屋１３３３番地４ 生野屋西三丁目８番１２号
大字生野屋１３３３番地６ 生野屋西三丁目８番１８号
大字生野屋１３３３番地７ 生野屋西三丁目７番１２号
大字生野屋１３３４番地 生野屋西三丁目２番２９号
大字生野屋１３３６番地１２ 生野屋西三丁目４番１０号
大字生野屋１３３６番地１４ 生野屋西三丁目４番１号
大字生野屋１３３６番地１５ 生野屋西三丁目５番３６号
大字生野屋１３３６番地９ 生野屋西三丁目８番１７号
大字生野屋１３３６番地９ 生野屋西三丁目８番１７号
大字生野屋１３３７番地４ 生野屋西三丁目３番１２号
大字生野屋１３３７番地５ 生野屋西三丁目３番１１号
大字生野屋１３３７番地６ 生野屋西三丁目３番１０号
大字生野屋１３４１番地１０ 生野屋西三丁目８番５号
大字生野屋１３４１番地１２ 生野屋西三丁目８番８号
大字生野屋１３４１番地１５ 生野屋西三丁目９番２３号
大字生野屋１３４１番地１６ 生野屋西三丁目９番２１号
大字生野屋１３４１番地１７ 生野屋西三丁目９番２０号
大字生野屋１３４１番地１８ 生野屋西三丁目９番１９号
大字生野屋１３４１番地１９ 生野屋西三丁目９番１７号
大字生野屋１３４１番地２１ 生野屋西三丁目９番５号
大字生野屋１３４１番地２２ 生野屋西三丁目９番７号
大字生野屋１３４１番地２３ 生野屋西三丁目９番８号
大字生野屋１３４１番地２４ 生野屋西三丁目９番１０号
大字生野屋１３４１番地２５ 生野屋西三丁目９番１１号
大字生野屋１３４１番地２８ 生野屋西三丁目１０番１８号
大字生野屋１３４１番地３１ 生野屋西三丁目７番２５号
大字生野屋１３４１番地３２ 生野屋西三丁目７番２３号
大字生野屋１３４１番地３３ 生野屋西三丁目７番２２号
大字生野屋１３４１番地３４ 生野屋西三丁目７番２０号
大字生野屋１３４１番地３５ 生野屋西三丁目７番１９号
大字生野屋１３４１番地３６ 生野屋西三丁目７番１７号
大字生野屋１３４１番地３７ 生野屋西三丁目７番３号
大字生野屋１３４１番地３９ 生野屋西三丁目７番６号
大字生野屋１３４１番地４ 生野屋西三丁目８番２５号
大字生野屋１３４１番地４０ 生野屋西三丁目７番８号
大字生野屋１３４１番地４１ 生野屋西三丁目７番１０号
大字生野屋１３４１番地４２ 生野屋西三丁目７番１１号
大字生野屋１３４１番地４３ 生野屋西三丁目６番１３号
大字生野屋１３４１番地４４ 生野屋西三丁目６番３５号
大字生野屋１３４１番地４４ 生野屋西三丁目８番２８号
大字生野屋１３４１番地４５ 生野屋西三丁目６番１５号
大字生野屋１３４１番地４５ 生野屋西三丁目８番２６号
大字生野屋１３４１番地４６ 生野屋西三丁目６番３４号
大字生野屋１３４１番地４６ 生野屋西三丁目６番３４号
大字生野屋１３４１番地４７ 生野屋西三丁目６番１６号
大字生野屋１３４１番地４７ 生野屋西三丁目６番１６号
大字生野屋１３４１番地４８ 生野屋西三丁目６番３２号
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大字生野屋１３４１番地４９ 生野屋西三丁目６番３１号
大字生野屋１３４１番地４９ 生野屋西三丁目６番３１号
大字生野屋１３４１番地５０ 生野屋西三丁目６番３０号
大字生野屋１３４１番地５１ 生野屋西三丁目６番２８号
大字生野屋１３４１番地５２ 生野屋西三丁目６番２５号
大字生野屋１３４１番地５３ 生野屋西三丁目６番２３号
大字生野屋１３４１番地５３ 生野屋西三丁目６番２３号
大字生野屋１３４１番地５３ 生野屋西三丁目６番２３号
大字生野屋１３４１番地５４ 生野屋西三丁目６番２１号
大字生野屋１３４１番地５５ 生野屋西三丁目６番１７号
大字生野屋１３４１番地５９ 生野屋西三丁目７番２９号
大字生野屋１３４１番地６ 生野屋西三丁目８番２１号
大字生野屋１３４１番地６０ 生野屋西三丁目７番２７号
大字生野屋１３４１番地６２ 生野屋西三丁目６番５号
大字生野屋１３４１番地６８ 生野屋西三丁目６番１号
大字生野屋１３４１番地７ 生野屋西三丁目８番２０号
大字生野屋１３４１番地７１ 生野屋西三丁目６番４３号
大字生野屋１３４１番地７３ 生野屋西三丁目６番８号
大字生野屋１３４１番地７４ 生野屋西三丁目６番１０号
大字生野屋１３４１番地７４ 生野屋西三丁目６番１０号
大字生野屋１３４１番地７５ 生野屋西三丁目６番３６号
大字生野屋１３４１番地７６ 生野屋西三丁目２２番２６号
大字生野屋１３４１番地８ 生野屋西三丁目８番２号
大字生野屋１３４１番地８４ 生野屋西三丁目４番７号
大字生野屋１３４１番地９ 生野屋西三丁目８番３号
大字生野屋１３４１番地９１ 生野屋西三丁目４番５号
大字生野屋１３４１番地９１ 生野屋西三丁目４番５号
大字生野屋１３４１番地９２ 生野屋西三丁目４番３号
大字生野屋１３４１番地９４ 生野屋西三丁目６番１４号
大字生野屋１３４１番地９５ 生野屋西三丁目６番４０号
大字生野屋１３４１番地９６ 生野屋西三丁目２２番２８号
大字生野屋１３４２番地 生野屋西三丁目４番１５号
大字生野屋１３４２番地 生野屋西三丁目４番１５号
大字生野屋１３４２番地８ 生野屋西三丁目５番３３号
大字生野屋１３６３番地５ 生野屋西三丁目５番６号
大字生野屋１３６３番地５ 生野屋西三丁目５番６号
大字生野屋１３６３番地９ 生野屋西三丁目５番１号
大字生野屋１３６４番地１０ 生野屋西三丁目２６番１３号
大字生野屋１３６４番地１１ 生野屋西三丁目２６番１０号
大字生野屋１３６４番地１２ 生野屋西三丁目２６番７号
大字生野屋１３６４番地１３ 生野屋西三丁目２５番１号
大字生野屋１３６４番地１４ 生野屋西三丁目２５番２号
大字生野屋１３６４番地１４ 生野屋西三丁目２５番２号
大字生野屋１３６４番地１４ 生野屋西三丁目２５番２号
大字生野屋１３６４番地１５ 生野屋西三丁目２５番３号
大字生野屋１３６４番地１５ 生野屋西三丁目２５番３号
大字生野屋１３６４番地１６ 生野屋西三丁目２５番５号
大字生野屋１３６４番地１７ 生野屋西三丁目２５番１１号
大字生野屋１３６４番地１８ 生野屋西三丁目２５番１０号
大字生野屋１３６４番地１９ 生野屋西三丁目２５番８号
大字生野屋１３６４番地２ 生野屋西三丁目２７番１号
大字生野屋１３６４番地２０ 生野屋西三丁目２５番７号
大字生野屋１３６４番地２２ 生野屋西三丁目２３番３号
大字生野屋１３６４番地２３ 生野屋西三丁目２３番５号
大字生野屋１３６４番地２３ 生野屋西三丁目２３番５号
大字生野屋１３６４番地２９ 生野屋西三丁目２３番１号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１３６４番地３ 生野屋西三丁目２７番２号
大字生野屋１３６４番地３３ 生野屋西三丁目２３番７号
大字生野屋１３６４番地３４ 生野屋西三丁目２３番１０号
大字生野屋１３６４番地３５ 生野屋西三丁目２３番１２号
大字生野屋１３６４番地３６ 生野屋西三丁目２３番１４号
大字生野屋１３６４番地３７ 生野屋西三丁目２３番１５号
大字生野屋１３６４番地３８ 生野屋西三丁目２３番１６号
大字生野屋１３６４番地３９ 生野屋西三丁目２３番１７号
大字生野屋１３６４番地４ 生野屋西三丁目２７番１２号
大字生野屋１３６４番地４５ 生野屋西三丁目２３番８号
大字生野屋１３６４番地５ 生野屋西三丁目２７番８号
大字生野屋１３６４番地６ 生野屋西三丁目２７番７号
大字生野屋１３６４番地７ 生野屋西三丁目２６番１号
大字生野屋１３６４番地７ 生野屋西三丁目２６番１号
大字生野屋１３６４番地８ 生野屋西三丁目２６番３号
大字生野屋１３６４番地９ 生野屋西三丁目２６番５号
大字生野屋１３６６番地 生野屋西三丁目２４番７号
大字生野屋１３６６番地３ 生野屋西三丁目２４番６号
大字生野屋１３７１番地２ 生野屋西三丁目５番２１号
大字生野屋１３７１番地３ 生野屋西三丁目５番２２号
大字生野屋１３７１番地４ 生野屋西三丁目５番２４号
大字生野屋１３７２番地１ 生野屋西三丁目５番２６号
大字生野屋１３７２番地３ 生野屋西三丁目５番３２号
大字生野屋１３７２番地３ 生野屋西三丁目５番３２号
大字生野屋１３７２番地４ 生野屋西三丁目５番３０号
大字生野屋１３７２番地５ 生野屋西三丁目５番２８号
大字生野屋１３７２番地６ 生野屋西三丁目５番２７号
大字生野屋１３７４番地１ 生野屋西三丁目４番２９号
大字生野屋１３７５番地１ 生野屋西三丁目４番２６号
大字生野屋１３７５番地１ 生野屋西三丁目４番２６号
大字生野屋１３７６番地 生野屋西三丁目４番２８号
大字生野屋１３８２番地 生野屋西三丁目１番１号
大字生野屋１３８２番地 生野屋西三丁目１番１号
大字生野屋１４０４番地 生野屋西三丁目４番３５号
大字生野屋１４４１番地１０ 生野屋西三丁目３１番１５号
大字生野屋１４４１番地１１ 生野屋西三丁目２９番７号
大字生野屋１４４１番地１２ 生野屋西三丁目２９番５号
大字生野屋１４４１番地１３ 生野屋西三丁目２９番３号
大字生野屋１４４１番地１４ 生野屋西三丁目２９番２号
大字生野屋１４４１番地１５ 生野屋西三丁目２９番１号
大字生野屋１４４１番地１６ 生野屋西三丁目２９番１０号
大字生野屋１４４１番地１７ 生野屋西三丁目２９番１１号
大字生野屋１４４１番地１８ 生野屋西三丁目２９番１２号
大字生野屋１４４１番地１９ 生野屋西三丁目２９番１３号
大字生野屋１４４１番地２０ 生野屋西三丁目２９番１４号
大字生野屋１４４１番地２２ 生野屋西三丁目３０番１０号
大字生野屋１４４１番地２３ 生野屋西三丁目２８番８号
大字生野屋１４４１番地２４ 生野屋西三丁目２８番６号
大字生野屋１４４１番地２５ 生野屋西三丁目２８番５号
大字生野屋１４４１番地２６ 生野屋西三丁目２８番３号
大字生野屋１４４１番地２７ 生野屋西三丁目２８番１１号
大字生野屋１４４１番地２８ 生野屋西三丁目２８番１３号
大字生野屋１４４１番地２９ 生野屋西三丁目２８番１４号
大字生野屋１４４１番地３ 生野屋西三丁目３１番３号
大字生野屋１４４１番地３０ 生野屋西三丁目２８番１５号
大字生野屋１４４１番地３１ 生野屋西三丁目２８番１号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字生野屋１４４１番地３６ 生野屋西三丁目２８番２号
大字生野屋１４４１番地４ 生野屋西三丁目３１番２号
大字生野屋１４４１番地５ 生野屋西三丁目３１番１号
大字生野屋１４４１番地６ 生野屋西三丁目３１番１０号
大字生野屋１４４１番地７ 生野屋西三丁目３１番１１号
大字生野屋１４４１番地８ 生野屋西三丁目３１番１２号
大字生野屋１４４１番地９ 生野屋西三丁目３１番１３号
大字生野屋１４４２番地５ 生野屋西三丁目３０番５号
大字生野屋１４４２番地６ 生野屋西三丁目３０番３号
大字生野屋１４４５番地２ 生野屋西三丁目３０番１号
白迫町３３８番地１ 生野屋南一丁目１０番１号
白迫町３３８番地１６ 　　 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１６ 生野屋南一丁目１２番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地１９ 生野屋南一丁目１３番１号
白迫町３３８番地２１ 生野屋南一丁目１３番２号
白迫町３３８番地２１ 生野屋南一丁目１３番２号
白迫町３３８番地２１ 生野屋南一丁目１３番２号
白迫町３３８番地２１ 生野屋南一丁目１３番２号



生野屋地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
白迫町３３８番地４ 生野屋南一丁目１１番１号
白迫町３３８番地４ 生野屋南一丁目１１番１号
白迫町３３８番地４ 生野屋南一丁目１１番１号
白迫町３３８番地４ 生野屋南一丁目１１番１号


