
瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目１番１号                   大字末武下８８９番地１                 
瑞穂町二丁目１番６号                   大字末武下８８９番地１２               
瑞穂町二丁目１番１１号                 大字末武下８８９番地３                 
瑞穂町二丁目１番１１号                 大字末武下８８９番地３                 
瑞穂町二丁目１番１４号                 大字末武下８８９番地８                 
瑞穂町二丁目１番１４号                 大字末武下８８９番地８                 
瑞穂町二丁目１番１６号                 大字末武下８８９番地８                 
瑞穂町二丁目１番１６号                  大字末武下８８９番地８                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                  大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                  大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目１番２５号                 大字末武下８９０番地４                 
瑞穂町二丁目２番８号                    大字末武下８８８番地３                 
瑞穂町二丁目２番１０号                 大字末武下８８８番地２４               
瑞穂町二丁目２番１２号                 大字末武下８８８番地５                 
瑞穂町二丁目３番１０号                 大字末武下８９０番地８                 
瑞穂町二丁目３番１１号                 大字末武下８９１番地５                 
瑞穂町二丁目３番１２号                 大字末武下８９１番地                   
瑞穂町二丁目３番２５号                 大字末武下８９１番地７                 
瑞穂町二丁目３番２６号                 大字末武下８９１番地６                 
瑞穂町二丁目４番１号                   大字末武下８８７番地８                 
瑞穂町二丁目４番３号                   大字末武下８８７番地９                 
瑞穂町二丁目４番５号                   大字末武下８８７番地１０               
瑞穂町二丁目４番６号                   大字末武下８８７番地１１                
瑞穂町二丁目４番６号                   大字末武下８８７番地１１               
瑞穂町二丁目４番７号                   大字末武下８８７番地１９               
瑞穂町二丁目４番７号                   大字末武下８８７番地１９               
瑞穂町二丁目４番８号                   大字末武下８８７番地２０                
瑞穂町二丁目４番９号                   大字末武下８８７番地２２               
瑞穂町二丁目４番１０号                 大字末武下８８７番地１                 
瑞穂町二丁目４番１０号                 大字末武下８８７番地１                 
瑞穂町二丁目４番１０号                 大字末武下８８７番地１                  
瑞穂町二丁目４番１０号                 大字末武下８８７番地１                 
瑞穂町二丁目４番２０号                 大字末武下８８６番地１                 
瑞穂町二丁目４番３０号                 大字末武下８８７番地１３               
瑞穂町二丁目４番３１号                 大字末武下８８７番地１４                
瑞穂町二丁目４番３２号                 大字末武下８８７番地１５               
瑞穂町二丁目４番３３号                 大字末武下８８７番地１６               
瑞穂町二丁目４番３４号                 大字末武下８８７番地３                 
瑞穂町二丁目５番１号                   大字末武下８５７番地１１                
瑞穂町二丁目５番２号                   大字末武下８５７番地１２               
瑞穂町二丁目５番６号                   大字末武下８５７番地１０               
瑞穂町二丁目５番１０号                 大字末武下８５８番地１                 
瑞穂町二丁目５番１１号                 大字末武下８５８番地６                  
瑞穂町二丁目５番１１号                 大字末武下８５８番地６                 
瑞穂町二丁目５番１２号                 大字末武下８５８番地３                 
瑞穂町二丁目５番１４号                 大字末武下８５８番地４                 
瑞穂町二丁目５番１４号                 大字末武下８５８番地４                 
瑞穂町二丁目６番１号                   大字末武下８４７番地３                 



瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目６番３号                   大字末武下８４７番地４                 
瑞穂町二丁目６番５号                   大字末武下８４７番地５                 
瑞穂町二丁目６番６号                    大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                   大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                   大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                   大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                    大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                   大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番６号                   大字末武下８４７番地６                 
瑞穂町二丁目６番１０号                 大字末武下８４７番地８                 
瑞穂町二丁目６番１３号                 大字末武下８４７番地１１               
瑞穂町二丁目６番１５号                 大字末武下８４７番地１                 
瑞穂町二丁目６番１７号                 大字末武下８４７番地１０               
瑞穂町二丁目６番２０号                 大字末武下８４９番地２                 
瑞穂町二丁目６番２１号                 大字末武下８４９番地３                 
瑞穂町二丁目６番２２号                 大字末武下８４９番地４                 
瑞穂町二丁目６番２２号                 大字末武下８４９番地４                 
瑞穂町二丁目７番１号                   大字末武下８５１番地２                  
瑞穂町二丁目７番１２号                 大字末武下８５３番地１                 
瑞穂町二丁目７番１３号                 大字末武下８５３番地７                 
瑞穂町二丁目７番１４号                 大字末武下８５３番地３                 
瑞穂町二丁目８番８号                   大字平田４６０番地                      
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                 
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                 
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                 
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                  
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                 
瑞穂町二丁目８番１３号                 大字末武下８５５番地６                 
瑞穂町二丁目８番１４号                 大字末武下８５５番地５                 
瑞穂町二丁目８番１５号                 大字末武下８５５番地４                  
瑞穂町二丁目８番１７号                 大字末武下８５５番地３                 
瑞穂町二丁目８番１９号                 大字末武下８５６番地７                 
瑞穂町二丁目９番１号                   大字末武下８６２番地１３               
瑞穂町二丁目９番３号                   大字末武下８６２番地１５               
瑞穂町二丁目９番５号                   大字末武下８６２番地１７               
瑞穂町二丁目９番６号                   大字末武下８６２番地１８               
瑞穂町二丁目９番７号                   大字末武下８６２番地１４               
瑞穂町二丁目９番８号                    大字末武下８６２番地２２               
瑞穂町二丁目９番１１号                 大字末武下８６２番地５                 
瑞穂町二丁目９番１４号                 大字末武下８６２番地６                 
瑞穂町二丁目９番１５号                 大字末武下８６２番地７                 
瑞穂町二丁目９番１６号                  大字末武下８６２番地１２               
瑞穂町二丁目９番１７号                 大字末武下８６２番地１                 
瑞穂町二丁目９番１７号                 大字末武下８６２番地１                 
瑞穂町二丁目９番１７号                 大字末武下８６２番地１                 
瑞穂町二丁目９番１７号                  大字末武下８６２番地１                 
瑞穂町二丁目９番１８号                 大字末武下８６２番地９                 
瑞穂町二丁目９番２４号                 大字末武下８６４番地１０               
瑞穂町二丁目９番２５号                 大字末武下８６４番地１１               
瑞穂町二丁目９番２５号                  大字末武下８６４番地１１               
瑞穂町二丁目９番２６号                 大字末武下８６４番地９                 
瑞穂町二丁目９番２７号                 大字末武下８６４番地８                 
瑞穂町二丁目９番２８号                 大字末武下８６４番地１３               
瑞穂町二丁目９番３０号                  大字末武下８６４番地１４               
瑞穂町二丁目９番３５号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３５号                 大字末武下８６４番地５                 



瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目９番３５号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３５号                  大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３５号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３５号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３６号                 大字末武下８６４番地５                 
瑞穂町二丁目９番３７号                 大字末武下８６４番地２                 
瑞穂町二丁目１０番１号                 大字末武下８７９番地８                 
瑞穂町二丁目１０番２号                 大字末武下８７９番地６                  
瑞穂町二丁目１０番３号                 大字末武下８７９番地５                 
瑞穂町二丁目１０番５号                 大字末武下８７９番地１                 
瑞穂町二丁目１０番８号                 大字末武下８８０番地５                 
瑞穂町二丁目１０番１２号               大字末武下８８０番地４                  
瑞穂町二丁目１１番１号                 大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０３号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０５号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０６号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０７号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１０８号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１１０号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－１１１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０３号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０５号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０５号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０６号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０７号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２０８号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２１０号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２１１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２１２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－２１３号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０３号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０５号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０６号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０７号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３０８号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３１０号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３１１号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３１２号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番１－３１３号         大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目１１番６号                 大字末武下８８１番地１５               
瑞穂町二丁目１１番７号                 大字末武下８８１番地１４               
瑞穂町二丁目１１番８号                 大字末武下８８１番地１３               
瑞穂町二丁目１１番９号                 大字末武下８８１番地１２               



瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目１１番１０号               大字末武下８８１番地１１               
瑞穂町二丁目１１番１１号               大字末武下８８１番地３                 
瑞穂町二丁目１１番１１号               大字末武下８８１番地３                 
瑞穂町二丁目１１番１５－１０１号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－１０２号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－１０３号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－１０４号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－２０１号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－２０２号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－２０３号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－２０４号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－３０１号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－３０２号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－３０３号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－３０４号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－４０１号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－４０２号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－４０３号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番１５－４０４号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番２０－１０１号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番２０－１０２号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－１０３号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－１０４号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－２０１号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－２０２号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番２０－２０３号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－２０４号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－３０１号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－３０２号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－３０３号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－３０４号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－４０１号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１１番２０－４０２号       大字末武下８８１番地                   
瑞穂町二丁目１１番２０－４０３号       大字末武下８８２番地                   
瑞穂町二丁目１１番２０－４０４号       大字末武下８８１番地５                 
瑞穂町二丁目１２番１号                 大字末武下８５９番地４                 
瑞穂町二丁目１２番３号                 大字末武下８５９番地５                 
瑞穂町二丁目１２番５号                 大字末武下８５９番地７                 
瑞穂町二丁目１２番６号                 大字末武下８５９番地６                 
瑞穂町二丁目１２番６号                 大字末武下８５９番地６                 
瑞穂町二丁目１２番６号                 大字末武下８５９番地６                 
瑞穂町二丁目１２番６号                  大字末武下８５９番地６                 
瑞穂町二丁目１２番８号                 大字末武下８５９番地                   
瑞穂町二丁目１２番１４号               大字末武下８６０番地１                 
瑞穂町二丁目１２番１５号               大字末武下８６０番地                   
瑞穂町二丁目１２番１６号                大字末武下８６０番地                   
瑞穂町二丁目１２番１７号               大字末武下８６０番地                   
瑞穂町二丁目１２番１８号               大字末武下８６０番地１                 
瑞穂町二丁目１２番１９号               大字末武下８６０番地                   
瑞穂町二丁目１２番２０号                大字末武下８６０番地１                 
瑞穂町二丁目１２番２１号               大字末武下８６０番地３                 
瑞穂町二丁目１２番２５号               大字末武下８６１番地３                 
瑞穂町二丁目１２番２６号               大字末武下８６１番地４                 
瑞穂町二丁目１２番２７号                大字末武下８６１番地５                 
瑞穂町二丁目１２番２８号               大字末武下８６１番地６                 
瑞穂町二丁目１２番２９号               大字末武下８６１番地７                 



瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目１２番３０号               大字末武下８６１番地８                 
瑞穂町二丁目１２番３１号                大字末武下８６１番地９                 
瑞穂町二丁目１３番１８号               大字末武中５８１番地５                 
瑞穂町二丁目１３番２２号               大字末武中５８１番地２８               
瑞穂町二丁目１３番２２号               大字末武中５８１番地２８               
瑞穂町二丁目１３番２３号                大字末武中５８１番地２７               
瑞穂町二丁目１３番２５号               大字末武中５８１番地２６               
瑞穂町二丁目１３番２７号               大字末武中５８１番地２５               
瑞穂町二丁目１３番２８号               大字末武中５８１番地２４               
瑞穂町二丁目１３番２９号                大字末武中５８１番地２３               
瑞穂町二丁目１３番３０号               大字末武中５８１番地２２               
瑞穂町二丁目１３番３０号               大字末武中５８１番地２２               
瑞穂町二丁目１３番３２号               大字末武中５８１番地２１               
瑞穂町二丁目１３番３２号               大字末武中５８１番地２１               
瑞穂町二丁目１３番３４号               大字末武中５８１番地２０               
瑞穂町二丁目１３番３６号               大字末武中５８１番地１９               
瑞穂町二丁目１４番１号                 大字末武中５８９番地３                 
瑞穂町二丁目１４番２号                 大字末武中５８９番地２                 
瑞穂町二丁目１４番３号                 大字末武中５８９番地４                 
瑞穂町二丁目１４番１０号               大字末武中５８９番地８                 
瑞穂町二丁目１４番１１号               大字末武中５８６番地                   
瑞穂町二丁目１４番１１号               大字末武中５８６番地                   
瑞穂町二丁目１４番１１号               大字末武中５８６番地                   
瑞穂町二丁目１５番１号                 大字末武中５８３番地                   
瑞穂町二丁目１５番１３号               大字末武中５８１番地１０               
瑞穂町二丁目１５番１４号                大字末武中５８１番地９                 
瑞穂町二丁目１５番１４号               大字末武中５８１番地９                 
瑞穂町二丁目１５番１６号               大字末武中５８１番地８                 
瑞穂町二丁目１５番２０号               大字末武中５８１番地７                 
瑞穂町二丁目１５番２３号                大字末武中５８１番地１１               
瑞穂町二丁目１５番２７号               大字末武中５８１番地１５               
瑞穂町二丁目１５番２８号               大字末武中５８１番地１６               
瑞穂町二丁目１６番８号                 大字末武中６６６番地２                 
瑞穂町二丁目１６番８号                  大字末武中６６６番地２                 
瑞穂町二丁目１６番１１号               大字末武中６６５番地２                 
瑞穂町二丁目１６番１５号               大字末武中５９６番地２                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号                大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号                大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号                大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１６番１６号               大字末武中５９６番地１                 
瑞穂町二丁目１７番８号                 大字末武中６６９番地４                 
瑞穂町二丁目１７番１０号               大字末武中６６８番地１                 
瑞穂町二丁目１７番１０号                大字末武中６６８番地１                 
瑞穂町二丁目１７番１０号               大字末武中６６８番地１                 
瑞穂町二丁目１７番１５号               大字末武中６６８番地                   
瑞穂町二丁目１８番２０号               大字末武中５９４番地                   
瑞穂町二丁目１８番２３号                大字末武中６７１番地                   
瑞穂町二丁目１８番２３号               大字末武中６７１番地７                 
瑞穂町二丁目１８番２３号               大字末武中６７１番地７                 



瑞穂町二丁目

新　住　所 旧　住　所
瑞穂町二丁目１９番１号                 大字末武中５９３番地５                 
瑞穂町二丁目１９番１号                  大字末武中５９３番地５                 
瑞穂町二丁目１９番１０号               大字末武中６７３番地８                 
瑞穂町二丁目１９番１４号               大字末武中６７３番地９                 
瑞穂町二丁目１９番１６号               大字末武中６７２番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１号                  大字末武中８２２番地１                 
瑞穂町二丁目２０番５号                 大字末武中８２３番地１                 
瑞穂町二丁目２０番８号                 大字末武中８２３番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１０号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１０号                大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号                大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２０番１２号               大字末武中８２４番地１                 
瑞穂町二丁目２１番１号                  大字末武中８２５番地４                 
瑞穂町二丁目２１番１６号               大字末武中８２８番地３                 
瑞穂町二丁目２１番１７号               大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７号               大字末武下８８１番地１                 
瑞穂町二丁目２１番１７号                大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０１号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０１号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０２号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０６号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０７号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－１０８号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０１号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０２号       大字末武中８２８番地２                  
瑞穂町二丁目２１番１７－２０３号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０３号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０５号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０６号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０７号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－２０８号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０１号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０２号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０３号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０５号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０６号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０７号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２１番１７－３０８号       大字末武中８２８番地２                 
瑞穂町二丁目２２番１０号               大字末武中８３１番地１                 
瑞穂町二丁目２２番１８号               大字末武中８３１番地８                 
瑞穂町二丁目２２番１８号               大字末武中８３１番地８                 
瑞穂町二丁目２３番１号                  大字末武中８１８番地                   
瑞穂町二丁目２３番１号                 大字末武中８１８番地１                 
瑞穂町二丁目２３番１１号               大字末武中８２０番地４                 


