
東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井９３番地２ 桜町二丁目５番２号
大字西豊井９３番地３ 桜町二丁目５番５号
大字西豊井９３番地４ 桜町二丁目５番１０号
大字西豊井９３番地５ 桜町二丁目５番１３号
大字西豊井９３番地６ 桜町二丁目５番２０号
大字西豊井９３番地７ 桜町二丁目５番８号
大字西豊井９３番地８ 桜町二丁目５番２３号
大字西豊井９３番地９ 桜町二丁目２番３号
大字西豊井９３番地９ 桜町二丁目２番３号
大字西豊井９３番地１０ 桜町二丁目２番４号
大字西豊井９３番地１１ 桜町二丁目２番５号
大字西豊井９３番地１２ 桜町二丁目２番８号
大字西豊井９３番地１３ 桜町二丁目２番１２号
大字西豊井９３番地１３ 桜町二丁目２番１２号
大字西豊井９３番地１４ 桜町二丁目２番１３号
大字西豊井９３番地１４ 桜町二丁目２番１３号
大字西豊井９３番地１４ 桜町二丁目２番１３号
大字西豊井９３番地１５ 桜町二丁目２番１５号
大字西豊井９３番地１６ 桜町二丁目２番１６号
大字西豊井９３番地１７ 桜町二丁目６番２１号
大字西豊井９３番地１８ 桜町二丁目６番２２号
大字西豊井９３番地１９ 桜町二丁目６番２４号
大字西豊井９３番地２０ 桜町二丁目６番５号
大字西豊井９３番地２１ 桜町二丁目２番１８号
大字西豊井９３番地２２ 桜町二丁目５番２５号
大字西豊井９３番地２３ 桜町二丁目５番２６号
大字西豊井９３番地２４ 桜町二丁目５番１号
大字西豊井９３番地２５ 桜町二丁目６番１５号
大字西豊井９３番地２６ 桜町二丁目６番１４号
大字西豊井９３番地２７ 桜町二丁目６番１１号
大字西豊井９３番地２８ 桜町二丁目６番８号
大字西豊井９３番地２９ 桜町二丁目６番２７号
大字西豊井９３番地３０ 桜町二丁目６番２８号
大字西豊井９３番地３１ 桜町二丁目７番１１号
大字西豊井９３番地３２ 桜町二丁目７番１５号
大字西豊井９３番地３２ 桜町二丁目７番１５号
大字西豊井９３番地３３ 桜町二丁目７番１６号
大字西豊井９３番地３４ 桜町二丁目７番１号
大字西豊井９３番地３５ 桜町二丁目７番２号
大字西豊井９３番地３５ 桜町二丁目７番２号
大字西豊井９３番地３６ 桜町二丁目７番５号
大字西豊井９３番地３７ 桜町二丁目７番６号
大字西豊井９３番地３７ 桜町二丁目７番６号
大字西豊井９３番地３８ 桜町二丁目７番８号
大字西豊井９３番地３８ 桜町二丁目７番８号
大字西豊井９３番地３９ 桜町二丁目８番１号
大字西豊井９３番地３９ 桜町二丁目８番１号
大字西豊井９３番地３９ 桜町二丁目８番１号
大字西豊井９３番地４０ 桜町二丁目８番２号
大字西豊井９３番地４０ 桜町二丁目８番２号
大字西豊井９３番地４１ 桜町二丁目８番３号
大字西豊井９３番地４５ 桜町二丁目８番６号
大字西豊井９３番地４７ 桜町二丁目８番３１号
大字西豊井９３番地４８ 桜町二丁目８番２７号
大字西豊井９３番地４９ 桜町二丁目８番２５号
大字西豊井９３番地６２ 桜町二丁目２番１号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井９３番地６３ 桜町二丁目６番１号
大字西豊井９３番地６５ 桜町二丁目４番１号
大字西豊井９３番地６６ 桜町二丁目４番２号
大字西豊井９３番地６７ 桜町二丁目４番２１号
大字西豊井９３番地６７ 桜町二丁目４番２１号
大字西豊井９３番地６８ 桜町二丁目４番１９号
大字西豊井９３番地６９ 桜町二丁目４番１６号
大字西豊井９３番地７０ 桜町二丁目４番１８号
大字西豊井９３番地７１ 桜町二丁目４番１５号
大字西豊井９３番地７２ 桜町二丁目３番１号
大字西豊井９３番地７３ 桜町二丁目３番３号
大字西豊井９３番地７４ 桜町二丁目３番５号
大字西豊井９３番地７５ 桜町二丁目３番８号
大字西豊井９３番地７６ 桜町二丁目６番３号
大字西豊井９３番地７９ 桜町二丁目８番２４号
大字西豊井９３番地８０ 桜町二丁目８番２３号
大字西豊井９３番地８１ 桜町二丁目８番２２号
大字西豊井９３番地８２ 桜町二丁目８番７号
大字西豊井９３番地８６ 桜町二丁目８番３号
大字西豊井９３番地８７ 桜町二丁目８番５号
大字西豊井９３番地８９ 桜町二丁目５番７号
大字西豊井９３番地９０ 桜町二丁目６番２９号
大字西豊井１３７番地５ 桜町二丁目１番２１号
大字西豊井１３９番地３ 桜町二丁目１番２２号
大字西豊井１７７番地３ 桜町二丁目１０番２号
大字西豊井１７７番地７ 桜町二丁目１０番１号
大字西豊井１７７番地８ 桜町二丁目１０番３号
大字西豊井１７７番地９ 桜町二丁目１０番５号
大字西豊井１７７番地１０ 桜町二丁目１０番６号
大字西豊井１７７番地１１ 桜町二丁目１０番１６号
大字西豊井１７７番地１２ 桜町二丁目１０番１７号
大字西豊井１７７番地１３ 桜町二丁目１０番１８号
大字西豊井１７７番地１４ 桜町二丁目１０番２０号
大字西豊井１７７番地１５ 桜町二丁目１０番２１号
大字西豊井１７７番地１６ 桜町二丁目１０番２２号
大字西豊井１７７番地１７ 桜町二丁目１０番２３号
大字西豊井１７７番地１９ 桜町二丁目９番１０号
大字西豊井１７７番地２０ 桜町二丁目９番１２号
大字西豊井１７７番地２１ 桜町二丁目９番２４号
大字西豊井１７７番地２２ 桜町二丁目９番２２号
大字西豊井１７７番地２３ 桜町二丁目９番１４号
大字西豊井１７７番地２５ 桜町二丁目９番２１号
大字西豊井１７７番地２６ 桜町二丁目９番２０号
大字西豊井１７７番地２７ 桜町二丁目１０番１３号
大字西豊井１７７番地２８ 桜町二丁目１０番１２号
大字西豊井１７７番地３０ 桜町二丁目９番１号
大字西豊井１７７番地３１ 桜町二丁目９番３号
大字西豊井１７７番地３２ 桜町二丁目９番５号
大字西豊井１７７番地３３ 桜町二丁目９番６号
大字西豊井１７７番地３４ 桜町二丁目９番７号
大字西豊井１７７番地３５ 桜町二丁目９番８号
大字西豊井１７７番地４２ 桜町二丁目９番１５号
大字西豊井１７７番地４２ 桜町二丁目９番１５号
大字西豊井１７７番地４３ 桜町二丁目９番１６号
大字西豊井１８５番地１ 桜町二丁目９番１７号
大字西豊井１８５番地２ 桜町二丁目８番２０号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１８５番地３ 桜町二丁目８番２１号
大字西豊井１８５番地５ 桜町二丁目８番１７号
大字西豊井１８６番地１０ 桜町二丁目８番８号
大字西豊井１８９番地 桜町二丁目４番３号
大字西豊井１８９番地 桜町二丁目４番３号
大字西豊井１８９番地 桜町二丁目４番３号
大字西豊井１８９番地 桜町二丁目４番３号
大字西豊井１８９番地 桜町二丁目４番５号
大字西豊井２０９番地４ 桜町二丁目３番２２号
大字西豊井２１０番地３ 桜町二丁目３番２１号
大字西豊井２１０番地３ 桜町二丁目３番２１号
大字西豊井２１１番地３ 桜町二丁目３番１０号
大字西豊井２１１番地４ 桜町二丁目３番１３号
大字西豊井２１１番地６ 桜町二丁目４番１４号
大字西豊井２２８番地５ 桜町二丁目８番１２号
大字西豊井２２８番地５ 桜町二丁目８番１２号
大字西豊井２４２番地１ 桜町三丁目１９番１８号
大字西豊井２４２番地２ 桜町三丁目１９番１３号
大字西豊井２４２番地３ 桜町三丁目１９番２０号
大字西豊井２５０番地 藤光町一丁目４番５号
大字西豊井２８３番地２ 藤光町一丁目１３番１号
大字西豊井２８３番地３ 藤光町一丁目１３番５号
大字西豊井２８３番地６ 藤光町一丁目１２番３号
大字西豊井２８３番地８ 藤光町一丁目１３番１１号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番１号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番１号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番１号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番１号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番２号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番２号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番２号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番２号
大字西豊井２８３番地９ 藤光町一丁目１４番２号
大字西豊井２８３番地１６ 藤光町一丁目１６番１号
大字西豊井２８３番地１９ 藤光町一丁目１４番５号
大字西豊井２８３番地１９ 藤光町一丁目１４番５号
大字西豊井２８３番地２８ 藤光町一丁目１３番７号
大字西豊井２８３番地２８ 藤光町一丁目１３番７号
大字西豊井２８３番地２８ 藤光町一丁目１３番７号
大字西豊井２８３番地３７ 藤光町一丁目１３番９号
大字西豊井１５１８番地 桜町三丁目１５番２５号
大字西豊井１５１８番地１ 楠木町一丁目５番６号
大字西豊井１５１９番地２ 桜町三丁目１５番２８号
大字西豊井１５１９番地４ 楠木町一丁目５番３号
大字西豊井１５１９番地４ 楠木町一丁目５番３号
大字西豊井１５１９番地４ 楠木町一丁目５番３号
大字西豊井１５２１番地 桜町三丁目１５番４号
大字西豊井１５２１番地１ 桜町三丁目１５番３号
大字西豊井１５２２番地 桜町三丁目１５番７号
大字西豊井１５２２番地 桜町三丁目１５番７号
大字西豊井１５２２番地１ 桜町三丁目１５番５号
大字西豊井１５２３番地 桜町三丁目１５番６号
大字西豊井１５２３番地 桜町三丁目１５番６号
大字西豊井１５２３番地 桜町三丁目１５番１０号
大字西豊井１５２４番地１ 桜町三丁目１５番１８号
大字西豊井１５２７番地７ 桜町三丁目１５番１１号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５２７番地７ 桜町三丁目１５番１１号
大字西豊井１５２７番地１２ 桜町三丁目１５番１５号
大字西豊井１５２７番地１２ 桜町三丁目１５番１６号
大字西豊井１５３０番地 桜町三丁目１４番１号
大字西豊井１５３０番地 桜町三丁目１４番３３号
大字西豊井１５３１番地 桜町三丁目１４番３号
大字西豊井１５３４番地 桜町三丁目１４番７号
大字西豊井１５３４番地１ 桜町三丁目１４番６号
大字西豊井１５３５番地１ 桜町三丁目１４番８号
大字西豊井１５３５番地３ 桜町三丁目１４番９号
大字西豊井１５３７番地 桜町三丁目１４番１７号
大字西豊井１５３７番地 桜町三丁目１４番２１号
大字西豊井１５３７番地 桜町三丁目１４番２２号
大字西豊井１５３７番地２ 桜町三丁目１４番２４号
大字西豊井１５３７番地２ 桜町三丁目１４番２４号
大字西豊井１５３７番地３ 桜町三丁目１４番１２号
大字西豊井１５３７番地３ 桜町三丁目１４番１２号
大字西豊井１５３７番地３ 桜町三丁目１４番１３号
大字西豊井１５３７番地３ 桜町三丁目１４番１３号
大字西豊井１５３７番地３ 桜町三丁目１４番１７号
大字西豊井１５３７番地１１ 桜町三丁目１４番１６号
大字西豊井１５３７番地１６ 桜町三丁目１４番２２号
大字西豊井１５３７番地２１ 桜町三丁目１４番２８号
大字西豊井１５３７番地２２ 桜町三丁目１４番２７号
大字西豊井１５３７番地２６ 桜町三丁目１４番１８号
大字西豊井１５３７番地２６ 桜町三丁目１４番１８号
大字西豊井１５３７番地２６ 桜町三丁目１４番１８号
大字西豊井１５３７番地３１ 桜町三丁目１４番１７号
大字西豊井１５３７番地３１ 桜町三丁目１４番１７号
大字西豊井１５３７番地３３ 桜町三丁目１４番１４号
大字西豊井１５３７番地３３ 桜町三丁目１４番１４号
大字西豊井１５３８番地１０ 桜町三丁目１４番３０号
大字西豊井１５５７番地２ 桜町一丁目１５番１号
大字西豊井１５５７番地２ 桜町一丁目１５番１号
大字西豊井１５５７番地２ 桜町一丁目１５番１号
大字西豊井１５５７番地２ 桜町一丁目１６番２号
大字西豊井１５５８番地５ 桜町一丁目１６番１号
大字西豊井１５６５番地４ 桜町一丁目２１番２号
大字西豊井１５６５番地４ 桜町一丁目２１番２号
大字西豊井１５６５番地５ 桜町一丁目２１番１号
大字西豊井１５６６番地４ 桜町一丁目１８番１号
大字西豊井１５６６番地５ 桜町一丁目１９番６号
大字西豊井１５６６番地１０ 桜町一丁目２１番３号
大字西豊井１５６６番地１３ 桜町一丁目２１番３３号
大字西豊井１５６６番地１３ 桜町一丁目２１番３３号
大字西豊井１５６６番地１４ 桜町一丁目２１番３０号
大字西豊井１５６６番地１５ 桜町一丁目２０番２０号
大字西豊井１５６６番地１６ 桜町一丁目２０番２１号
大字西豊井１５６６番地１７ 桜町一丁目２０番２２号
大字西豊井１５６６番地１８ 桜町一丁目２０番１７号
大字西豊井１５６６番地１９ 桜町一丁目２０番１６号
大字西豊井１５６６番地２１ 桜町一丁目２０番１４号
大字西豊井１５６６番地２１ 桜町一丁目２０番１４号
大字西豊井１５６６番地２３ 桜町一丁目２１番２９号
大字西豊井１５６６番地２６ 桜町一丁目２０番８号
大字西豊井１５６６番地２７ 桜町一丁目２０番１０号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５６６番地２８ 桜町一丁目２０番１１号
大字西豊井１５６６番地２９ 桜町一丁目２０番１２号
大字西豊井１５６６番地２９ 桜町一丁目２０番１２号
大字西豊井１５６６番地３０ 桜町一丁目２０番１３号
大字西豊井１５６６番地３１ 桜町一丁目２０番６号
大字西豊井１５６６番地３２ 桜町一丁目２０番５号
大字西豊井１５６６番地３２ 桜町一丁目２０番５号
大字西豊井１５６６番地３３ 桜町一丁目２０番３号
大字西豊井１５６６番地３４ 桜町一丁目２０番２号
大字西豊井１５６６番地３５ 桜町一丁目２０番１号
大字西豊井１５６８番地１ 桜町一丁目２１番５号
大字西豊井１５６８番地１ 桜町一丁目２１番５号
大字西豊井１５６８番地４ 桜町一丁目２１番７号
大字西豊井１５６８番地５ 桜町一丁目２１番１６号
大字西豊井１５６８番地６ 桜町一丁目２１番６号
大字西豊井１５６９番地 桜町一丁目１９番１号
大字西豊井１５６９番地 桜町一丁目１９番１号
大字西豊井１５６９番地 桜町一丁目１９番１号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－１１号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２１号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２２号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２２号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２３号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２４号
大字西豊井１５７０番地４　 桜町一丁目２３番１－２５号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２６号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２７号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－２８号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３１号
大字西豊井１５７０番地４　 桜町一丁目２３番１－３２号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３３号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３４号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３５号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３６号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－３８号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４１号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４２号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４３号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４４号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４４号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４５号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４６号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４７号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－４８号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５１号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５２号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５３号
大字西豊井１５７０番地４　 桜町一丁目２３番１－５４号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５５号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５６号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５７号
大字西豊井１５７０番地４ 桜町一丁目２３番１－５８号
大字西豊井１５７０番地５ 桜町一丁目２１番８号
大字西豊井１５７０番地５ 桜町一丁目２１番８号
大字西豊井１５７０番地６ 桜町一丁目２１番２８号
大字西豊井１５７０番地９ 桜町一丁目２１番１８号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５７０番地１１ 桜町一丁目２１番１７号
大字西豊井１５７０番地１２ 桜町一丁目２１番９号
大字西豊井１５７０番地１５ 桜町一丁目２１番１５号
大字西豊井１５７０番地１５ 桜町一丁目２１番１５号
大字西豊井１５７０番地１７ 桜町一丁目２１番１４号
大字西豊井１５７０番地１８ 桜町一丁目２１番１１号
大字西豊井１５７０番地１８ 桜町一丁目２１番１１号
大字西豊井１５７０番地１９ 桜町一丁目２１番１０号
大字西豊井１５７０番地２５ 桜町一丁目２１番２０号
大字西豊井１５７０番地２６ 桜町一丁目２１番２４号
大字西豊井１５７０番地２７ 桜町一丁目２１番２５号
大字西豊井１５７０番地２８ 桜町一丁目２１番２７号
大字西豊井１５７０番地２９ 桜町一丁目２２番９号
大字西豊井１５７０番地２９ 桜町一丁目２２番９号
大字西豊井１５７０番地３０ 桜町一丁目２２番１０号
大字西豊井１５７０番地３０ 桜町一丁目２２番１０号
大字西豊井１５７０番地３１ 桜町一丁目２２番１１号
大字西豊井１５７０番地３２ 桜町一丁目２２番１２号
大字西豊井１５７０番地３２ 桜町一丁目２２番１２号
大字西豊井１５７０番地３３ 桜町一丁目２２番１３号
大字西豊井１５７０番地３３ 桜町一丁目２２番１３号
大字西豊井１５７０番地３５ 桜町一丁目２２番２号
大字西豊井１５７０番地３７ 桜町一丁目２２番１９号
大字西豊井１５７０番地３８ 桜町一丁目２２番１８号
大字西豊井１５７０番地３９ 桜町一丁目２２番１７号
大字西豊井１５７０番地３９ 桜町一丁目２２番１７号
大字西豊井１５７０番地４０ 桜町一丁目２２番１６号
大字西豊井１５７０番地４２ 桜町一丁目２２番２５号
大字西豊井１５７０番地４３ 桜町一丁目２２番１号
大字西豊井１５７０番地４３ 桜町一丁目２２番１号
大字西豊井１５７０番地４５ 桜町一丁目２２番２０号
大字西豊井１５７０番地４５ 桜町一丁目２２番２０号
大字西豊井１５７０番地４６ 桜町一丁目２２番２１号
大字西豊井１５７０番地４７ 桜町一丁目２２番２２号
大字西豊井１５７０番地４７ 桜町一丁目２２番２２号
大字西豊井１５７０番地４７ 桜町一丁目２２番２２号
大字西豊井１５７０番地４８ 桜町一丁目２２番２３号
大字西豊井１５７０番地４９ 桜町一丁目２２番２４号
大字西豊井１５７０番地５０ 桜町一丁目２２番２６号
大字西豊井１５７０番地５０ 桜町一丁目２２番２６号
大字西豊井１５７０番地５２ 桜町一丁目９番２号
大字西豊井１５７０番地５２ 桜町一丁目９番２号
大字西豊井１５７０番地５３ 桜町一丁目９番３号
大字西豊井１５７０番地５３ 桜町一丁目９番３号
大字西豊井１５７０番地５８ 桜町一丁目２２番３号
大字西豊井１５７５番地２ 桜町一丁目９番１号
大字西豊井１５７５番地６ 桜町一丁目９番１２号
大字西豊井１５７７番地１ 桜町一丁目１１番１２号
大字西豊井１５７７番地３ 桜町一丁目１１番７号
大字西豊井１５７７番地３ 桜町一丁目１１番７号
大字西豊井１５７７番地６ 桜町一丁目１１番１４号
大字西豊井１５７７番地９ 桜町一丁目１１番１３号
大字西豊井１５７７番地９ 桜町一丁目１１番１３号
大字西豊井１５７７番地１０ 桜町一丁目１１番１１号
大字西豊井１５７９番地 桜町一丁目１１番１号
大字西豊井１５７９番地 桜町一丁目１２番１２号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５７９番地 桜町一丁目１９番１７号
大字西豊井１５７９番地５ 桜町一丁目１１番１５号
大字西豊井１５７９番地１０ 桜町一丁目１２番３号
大字西豊井１５７９番地１０ 桜町一丁目１２番３号
大字西豊井１５７９番地１０ 桜町一丁目１２番３号
大字西豊井１５７９番地１０ 桜町一丁目１２番５号
大字西豊井１５７９番地１１ 桜町一丁目１２番７号
大字西豊井１５７９番地１２ 桜町一丁目１２番８号
大字西豊井１５７９番地１４ 桜町一丁目１２番１１号
大字西豊井１５７９番地１６ 桜町一丁目１２番１７号
大字西豊井１５７９番地１７ 桜町一丁目１２番１８号
大字西豊井１５７９番地１８ 桜町一丁目１２番２０号
大字西豊井１５７９番地１８ 桜町一丁目１２番２０号
大字西豊井１５７９番地１９ 桜町一丁目１３番１号
大字西豊井１５７９番地２０ 桜町一丁目１３番３号
大字西豊井１５７９番地２１ 桜町一丁目１３番５号
大字西豊井１５７９番地２２ 桜町一丁目１３番６号
大字西豊井１５７９番地２３ 桜町一丁目１３番８号
大字西豊井１５７９番地２５ 桜町一丁目１１番３０号
大字西豊井１５７９番地２６ 桜町一丁目１１番２８号
大字西豊井１５７９番地２７ 桜町一丁目１１番２７号
大字西豊井１５７９番地２８ 桜町一丁目１１番２６号
大字西豊井１５７９番地２９ 桜町一丁目１１番２５号
大字西豊井１５７９番地３０ 桜町一丁目１２番１５号
大字西豊井１５７９番地３１ 桜町一丁目１２番１３号
大字西豊井１５７９番地４８ 桜町一丁目１１番３６号
大字西豊井１５７９番地４９ 桜町一丁目１１番３５号
大字西豊井１５７９番地５０ 桜町一丁目１１番３４号
大字西豊井１５７９番地５１ 桜町一丁目１１番３３号
大字西豊井１５７９番地５５ 桜町一丁目１２番６号
大字西豊井１５８０番地１ 桜町一丁目１９番１５号
大字西豊井１５８０番地１ 桜町一丁目１９番１５号
大字西豊井１５８０番地１ 桜町一丁目１９番１５号
大字西豊井１５８０番地３ 桜町一丁目１１番６号
大字西豊井１５８０番地８ 桜町一丁目１９番１０号
大字西豊井１５８０番地９ 桜町一丁目１１番４号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１１番３号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１９番１号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１９番２１号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１９番２１号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１９番２１号
大字西豊井１５８１番地 桜町一丁目１９番２１号
大字西豊井１５８１番地６ 桜町一丁目１１番２号
大字西豊井１５８２番地１ 桜町一丁目１８番９号
大字西豊井１５８２番地１ 桜町一丁目１８番９号
大字西豊井１５８２番地１１ 桜町一丁目１８番１０号
大字西豊井１５８２番地１３ 桜町一丁目１８番８号
大字西豊井１５８２番地１３ 桜町一丁目１８番８号
大字西豊井１５８２番地１３ 桜町一丁目１８番８号
大字西豊井１５８２番地１４ 桜町一丁目１８番６号
大字西豊井１５８３番地１ 桜町一丁目１８番１２号
大字西豊井１５８３番地６ 桜町一丁目１２番１号
大字西豊井１５８３番地６ 桜町一丁目１２番１号
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地１ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地２ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地２ 桜町一丁目１４番１号
大字西豊井１５８７番地５ 桜町一丁目１４番５号
大字西豊井１５８７番地５ 桜町一丁目１４番５号
大字西豊井１５８８番地２ 桜町一丁目１４番３６号
大字西豊井１５８８番地２ 桜町一丁目１４番３６号
大字西豊井１５８８番地２ 桜町一丁目１４番３６号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－２０１号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－２０２号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－２０３号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－２０４号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０１号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０１号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０２号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０３号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０３号
大字西豊井１５８９番地２ 桜町一丁目１４番３３－３０４号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９０番地１ 桜町一丁目１４番３０号
大字西豊井１５９３番地９ 桜町一丁目１１番２２号
大字西豊井１５９３番地１０ 桜町一丁目１３番１０号
大字西豊井１５９３番地１１ 桜町一丁目１３番１３号
大字西豊井１５９３番地１１ 桜町一丁目１３番１４号
大字西豊井１５９３番地１２ 桜町一丁目１３番１１号
大字西豊井１５９３番地１３ 桜町一丁目１３番１２号
大字西豊井１５９４番地 桜町一丁目１０番２２号
大字西豊井１５９４番地４ 桜町一丁目１０番２３号
大字西豊井１５９５番地 桜町一丁目１０番１８号
大字西豊井１５９５番地１ 桜町一丁目１０番２５号
大字西豊井１５９５番地３ 桜町一丁目１０番２８号
大字西豊井１５９５番地３ 桜町一丁目１０番２８号
大字西豊井１５９５番地４ 桜町一丁目１０番２０号
大字西豊井１５９５番地５ 桜町一丁目１０番２４号
大字西豊井１５９５番地６ 桜町一丁目１０番２１号
大字西豊井１５９５番地８ 桜町一丁目１０番１７号
大字西豊井１５９５番地８ 桜町一丁目１０番１７号
大字西豊井１５９５番地１１ 桜町一丁目１０番１９号
大字西豊井１５９５番地１１ 桜町一丁目１０番１９号
大字西豊井１５９５番地１２ 桜町一丁目１０番１５号
大字西豊井１５９５番地１２ 桜町一丁目１０番１６号
大字西豊井１５９５番地１３ 桜町一丁目１０番５号
大字西豊井１５９５番地１５ 桜町一丁目１０番２７号
大字西豊井１５９５番地１５ 桜町一丁目１０番２７号
大字西豊井１５９５番地１９ 桜町一丁目１０番８号
大字西豊井１５９５番地２０ 桜町一丁目１０番７号
大字西豊井１５９５番地２１ 桜町一丁目１０番３号
大字西豊井１５９６番地３ 桜町一丁目１０番１号
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大字西豊井１５９７番地２ 桜町一丁目１０番１２号
大字西豊井１５９７番地２ 桜町一丁目１０番１３号
大字西豊井１５９７番地３ 桜町一丁目１０番１１号
大字西豊井１５９７番地４ 桜町一丁目１０番１０号
大字西豊井１５９８番地１ 桜町一丁目９番６号
大字西豊井１５９８番地２ 桜町一丁目９番５号
大字西豊井１５９８番地３ 桜町一丁目９番４号
大字西豊井１５９８番地６ 桜町一丁目９番７号
大字西豊井１５９８番地７ 桜町一丁目９番８号
大字西豊井１５９８番地７ 桜町一丁目９番８号
大字西豊井１５９８番地８ 桜町一丁目９番９号
大字西豊井１５９８番地９ 桜町一丁目９番１０号
大字西豊井１５９８番地９ 桜町一丁目９番１０号
大字西豊井１５９８番地１０ 桜町一丁目９番１１号
大字西豊井１５９８番地１３ 桜町一丁目９番１９号
大字西豊井１５９８番地１５ 桜町一丁目９番１７号
大字西豊井１５９８番地１６ 桜町一丁目９番１６号
大字西豊井１５９８番地１７ 桜町一丁目９番１４号
大字西豊井１５９８番地１９ 桜町一丁目９番２１号
大字西豊井１５９８番地１９ 桜町一丁目９番２１号
大字西豊井１５９８番地２１ 桜町一丁目９番２３号
大字西豊井１５９８番地２２ 桜町一丁目９番２５号
大字西豊井１５９８番地２２ 桜町一丁目９番２５号
大字西豊井１５９８番地２３ 桜町一丁目９番２４号
大字西豊井１５９８番地２４ 桜町一丁目９番２６号
大字西豊井１５９８番地２５ 桜町一丁目９番２７号
大字西豊井１５９８番地２６ 桜町一丁目９番２８号
大字西豊井１５９８番地２７ 桜町一丁目９番２９号
大字西豊井１５９８番地２９ 桜町一丁目９番３０号
大字西豊井１５９８番地３１ 桜町一丁目９番３５号
大字西豊井１５９８番地３１ 桜町一丁目９番３５号
大字西豊井１５９８番地３２ 桜町一丁目９番３６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－１８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－２８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－３８号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－４８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番３－５８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－１８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－２８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－３８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４７号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－４８号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５１号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５２号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５３号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５４号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５５号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５６号
大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５７号
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大字西豊井１５９８番地３５ 桜町一丁目７番５－５８号
大字西豊井１６０６番地７ 桜町一丁目４番７号
大字西豊井１６０６番地２５ 桜町一丁目６番１号
大字西豊井１６０６番地２５ 桜町一丁目６番１号
大字西豊井１６０６番地２９ 桜町一丁目６番１５号
大字西豊井１６０６番地３０ 桜町一丁目６番１４号
大字西豊井１６０６番地３１ 桜町一丁目６番１３号
大字西豊井１６０６番地３２ 桜町一丁目６番１２号
大字西豊井１６０６番地３５ 桜町一丁目６番３号
大字西豊井１６０６番地３６ 桜町一丁目６番４号
大字西豊井１６０６番地３７ 桜町一丁目６番５号
大字西豊井１６０６番地３９ 桜町一丁目６番７号
大字西豊井１６０６番地４０ 桜町一丁目６番８号
大字西豊井１６０６番地４１ 桜町一丁目６番９号
大字西豊井１６０６番地４３ 桜町一丁目５番１８号
大字西豊井１６０６番地４４ 桜町一丁目５番１９号
大字西豊井１６０６番地４６ 桜町一丁目５番２１号
大字西豊井１６０６番地４６ 桜町一丁目５番２２号
大字西豊井１６０６番地４８ 桜町一丁目５番２３号
大字西豊井１６０６番地４９ 桜町一丁目５番２４号
大字西豊井１６０６番地５０ 桜町一丁目５番１７号
大字西豊井１６０６番地５１ 桜町一丁目５番１６号
大字西豊井１６０６番地５２ 桜町一丁目５番１５号
大字西豊井１６０６番地５３ 桜町一丁目５番１４号
大字西豊井１６０６番地５３ 桜町一丁目５番１４号
大字西豊井１６０６番地５４ 桜町一丁目５番１３号
大字西豊井１６０６番地５４ 桜町一丁目５番１３号
大字西豊井１６０６番地５５ 桜町一丁目５番１２号
大字西豊井１６０６番地５６ 桜町一丁目５番１１号
大字西豊井１６０６番地５７ 桜町一丁目５番１号
大字西豊井１６０６番地６０ 桜町一丁目５番４号
大字西豊井１６０６番地６１ 桜町一丁目５番５号
大字西豊井１６０６番地６１ 桜町一丁目５番５号
大字西豊井１６０６番地６２ 桜町一丁目５番６号
大字西豊井１６０６番地６３ 桜町一丁目５番７号
大字西豊井１６０６番地６４ 桜町一丁目５番８号
大字西豊井１６０７番地 桜町一丁目４番１１号
大字西豊井１６０８番地 桜町一丁目４番１０号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－１６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－２６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－３６号
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大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－４６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番４－５６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－１６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－２６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－３６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－４６号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５１号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５２号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５３号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５４号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５５号
大字西豊井１６１１番地１０ 桜町一丁目７番６－５６号
大字西豊井１６１７番地 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地２２ 桜町一丁目４番３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１２号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１２号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６１７番地３１ 桜町一丁目２番１１号
大字西豊井１６１７番地５０ 桜町一丁目２番１３号
大字西豊井１６２１番地３ 桜町一丁目４番１号
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大字西豊井１６２１番地３ 桜町一丁目４番１号
大字西豊井１６２１番地３ 桜町一丁目４番１号
大字西豊井１６２１番地７ 桜町一丁目４番６号
大字西豊井１６２１番地７ 桜町一丁目４番６号
大字西豊井１６２６番地１１ 桜町一丁目２番１０号
大字西豊井１６２６番地１２ 桜町一丁目２番９号
大字西豊井１６４２番地７ 桜町一丁目４番８号
大字西豊井１６４２番地８ 桜町一丁目４番９号
大字西豊井１６７０番地２ 桜町一丁目１番１８号
大字西豊井１６７０番地２ 桜町一丁目１番１８号
大字西豊井１６７０番地４ 桜町一丁目１番１号
大字西豊井１６７１番地１ 桜町一丁目１番１７号
大字西豊井１６７１番地１ 桜町一丁目１番１７号
大字西豊井１６７１番地３ 桜町一丁目２番１号
大字西豊井１６７１番地３ 桜町一丁目２番１号
大字西豊井１６７１番地４ 桜町一丁目１番１６号
大字西豊井１６７２番地 桜町一丁目２番４号
大字西豊井１６７２番地 桜町一丁目２番５号
大字西豊井１６７２番地４ 桜町一丁目２番３号
大字西豊井１６７２番地 桜町一丁目２番３号
大字西豊井１６７４番地１ 桜町一丁目１番２号
大字西豊井１６７４番地１ 桜町一丁目１番３号
大字西豊井１６７４番地１ 桜町一丁目１番４号
大字西豊井１６７５番地 桜町一丁目２番７号
大字西豊井１６７５番地５ 桜町一丁目２番８号
大字西豊井１６７５番地５ 桜町一丁目２番８号
大字西豊井１６７７番地２ 桜町一丁目２番１４号
大字西豊井１６７８番地１ 桜町一丁目２番２７号
大字西豊井１６８０番地 桜町一丁目２３番２－２２号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１１号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１２号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１３号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１４号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１５号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－１６号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－２１号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－２３号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－２４号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－２５号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－２６号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３１号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３２号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３３号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３４号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３５号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－３６号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４１号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４２号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４３号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４４号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４５号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－４６号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５１号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５２号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５３号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５４号
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大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５５号
大字西豊井１６８０番地２ 桜町一丁目２３番２－５６号
大字西豊井１６８２番地 桜町二丁目１４番７号
大字西豊井１６８２番地１ 桜町二丁目１４番８号
大字西豊井１６８２番地１ 桜町二丁目１４番８号
大字西豊井１６８３番地１ 桜町二丁目１４番２号
大字西豊井１６８４番地 桜町二丁目１２番１９号
大字西豊井１６８４番地 桜町二丁目１２番２２号
大字西豊井１６８４番地 桜町二丁目１２番２５号
大字西豊井１６８５番地 桜町二丁目１２番２６号
大字西豊井１６８６番地 桜町二丁目１２番１６号
大字西豊井１６８７番地４ 桜町二丁目１２番３１号
大字西豊井１６８７番地４ 桜町二丁目１２番３２号
大字西豊井１６９１番地１ 桜町二丁目１２番１０号
大字西豊井１６９１番地１ 桜町二丁目１２番１０号
大字西豊井１６９２番地 桜町二丁目１２番１１号
大字西豊井１６９３番地 桜町二丁目１２番１３号
大字西豊井１６９５番地 桜町二丁目１２番３号
大字西豊井１６９７番地 桜町二丁目１２番１号
大字西豊井１７１１番地５ 桜町二丁目１２番８号
大字西豊井１７１４番地１ 桜町二丁目１１番４１号
大字西豊井１７１４番地１ 桜町二丁目１１番４１号
大字西豊井１７１４番地１ 桜町二丁目１１番４１号
大字西豊井１７１４番地１ 桜町二丁目１１番４１号
大字西豊井１７１５番地２ 桜町二丁目１１番４３号
大字西豊井１７１５番地２ 桜町二丁目１１番４３号
大字西豊井１７１５番地５ 桜町二丁目１１番４５号
大字西豊井１７１５番地６ 桜町二丁目１１番４６号
大字西豊井１７２０番地４ 桜町二丁目１２番３６号
大字西豊井１７２０番地４ 桜町二丁目１２番３６号
大字西豊井１７２０番地４ 桜町二丁目１２番３６号
大字西豊井１７２０番地４ 桜町二丁目１２番３６号
大字西豊井１７２０番地５ 桜町二丁目１１番３７号
大字西豊井１７２０番地７ 桜町二丁目１１番３１号
大字西豊井１７２０番地９ 桜町二丁目１１番２９号
大字西豊井１７２０番地１１ 桜町二丁目１１番９号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１２ 桜町二丁目１１番６号
大字西豊井１７２０番地１３ 桜町二丁目１１番５号
大字西豊井１７２０番地１６ 桜町二丁目１１番１４号
大字西豊井１７２０番地２０ 桜町二丁目１１番１０号
大字西豊井１７２０番地２０ 桜町二丁目１１番１１号
大字西豊井１７２０番地２１ 桜町二丁目１１番２６号
大字西豊井１７２０番地２１ 桜町二丁目１１番２６号
大字西豊井１７２０番地２２ 桜町二丁目１１番２３号
大字西豊井１７２０番地２３ 桜町二丁目１１番２０号
大字西豊井１７２０番地３１ 桜町二丁目１１番２４号
大字西豊井１７２０番地３２ 桜町二丁目１１番３２号
大字西豊井１７３４番地１ 桜町二丁目１２番１８号
大字西豊井１７３５番地 桜町二丁目１４番１号
大字西豊井１７３６番地２ 桜町二丁目１４番１１号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１７３７番地２ 桜町二丁目１４番１０号
大字西豊井１７３８番地 桜町二丁目１４番１２号
大字西豊井１７４０番地 桜町二丁目１４番１６号
大字西豊井１７４０番地１ 桜町二丁目１４番１８号
大字西豊井１７４０番地２ 桜町二丁目１４番１３号
大字西豊井１７４２番地 桜町二丁目１４番２０号
大字西豊井１７４３番地 桜町二丁目１４番２８号
大字西豊井１７４３番地 桜町二丁目１４番３２号
大字西豊井１７４３番地１ 桜町二丁目１４番１７号
大字西豊井１７４３番地３ 桜町二丁目１４番２１号
大字西豊井１７４３番地４ 桜町二丁目１４番２９号
大字西豊井１７４３番地５ 桜町二丁目１４番２３号
大字西豊井１７４３番地６ 桜町二丁目１４番２７号
大字西豊井１７４５番地２ 桜町二丁目１４番２５号
大字西豊井１７４５番地２ 桜町二丁目１４番２５号
大字西豊井１７４６番地１ 桜町二丁目１４番３３号
大字西豊井１７４６番地１ 桜町二丁目１４番３３号
大字西豊井１７４７番地２ 桜町二丁目１４番３４号
大字西豊井１７５０番地 桜町二丁目１４番３５号
大字西豊井１７５０番地 桜町二丁目１４番３５号
大字西豊井１７５０番地 桜町二丁目１４番３５号
大字西豊井１７５１番地 桜町二丁目１５番１号
大字西豊井１７５８番地 桜町二丁目１９番２３号
大字西豊井１７５８番地１ 桜町二丁目１９番２５号
大字西豊井１７５９番地２ 桜町二丁目１９番２１号
大字西豊井１７６１番地１ 桜町二丁目１５番９号
大字西豊井１７６３番地 桜町二丁目１５番８号
大字西豊井１７６４番地１ 桜町二丁目１５番２４号
大字西豊井１７６４番地３ 桜町二丁目１５番２３号
大字西豊井１７６５番地 桜町二丁目１５番１０号
大字西豊井１７６６番地 桜町二丁目１５番７号
大字西豊井１７６８番地 桜町二丁目１５番２号
大字西豊井１７６８番地１ 桜町二丁目１５番３号
大字西豊井１７６９番地 桜町二丁目１５番５号
大字西豊井１７７０番地 桜町二丁目１５番１２号
大字西豊井１７７２番地 桜町二丁目１５番１１号
大字西豊井１７７３番地１ 桜町二丁目１５番１８号
大字西豊井１７７３番地３ 桜町二丁目１５番１４号
大字西豊井１７７３番地３ 桜町二丁目１５番１４号
大字西豊井１７７３番地４ 桜町二丁目１５番１６号
大字西豊井１７７３番地６ 桜町二丁目１６番１号
大字西豊井１７７３番地７ 桜町二丁目１５番２０号
大字西豊井１７７３番地１２ 桜町二丁目１６番５号
大字西豊井１７７３番地１３ 桜町二丁目１６番６号
大字西豊井１７７３番地１４ 桜町二丁目１６番７号
大字西豊井１７７３番地１５ 桜町二丁目１６番８号
大字西豊井１７７３番地１７ 桜町二丁目１６番１２号
大字西豊井１７７３番地１８ 桜町二丁目１６番１３号
大字西豊井１７７４番地２ 桜町二丁目１６番１９号
大字西豊井１７７４番地２ 桜町二丁目１６番１９号
大字西豊井１７７４番地３ 桜町二丁目１６番２１号
大字西豊井１７７６番地３ 桜町二丁目１９番１８号
大字西豊井１７７６番地３ 桜町二丁目１９番１８号
大字西豊井１７７６番地６ 桜町二丁目１５番２２号
大字西豊井１７７６番地６ 桜町二丁目１５番２２号
大字西豊井１７７６番地７ 桜町二丁目１９番１９号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１７７６番地１０ 桜町二丁目１９番２０号
大字西豊井１７７７番地 桜町二丁目１９番１６号
大字西豊井１７７９番地 桜町二丁目１９番６号
大字西豊井１７７９番地１ 桜町二丁目１９番１３号
大字西豊井１７７９番地２ 桜町二丁目１９番１１号
大字西豊井１７７９番地３ 桜町二丁目１９番１０号
大字西豊井１７７９番地３ 桜町二丁目１９番１０号
大字西豊井１７７９番地３ 桜町二丁目１９番１０号
大字西豊井１７７９番地５ 桜町二丁目１９番７号
大字西豊井１７７９番地６ 桜町二丁目１９番８号
大字西豊井１７７９番地７ 桜町二丁目１９番３号
大字西豊井１７７９番地８ 桜町二丁目１９番２号
大字西豊井１７８１番地 桜町二丁目２０番１５号
大字西豊井１７８１番地２ 桜町二丁目２０番１６号
大字西豊井１７８１番地２ 桜町二丁目２０番１６号
大字西豊井１７８１番地４ 桜町二丁目２０番１４号
大字西豊井１７８１番地５ 桜町二丁目２０番１２号
大字西豊井１７８１番地５ 桜町二丁目２０番１３号
大字西豊井１７８１番地７ 桜町二丁目２０番１号
大字西豊井１７８１番地７ 桜町二丁目２０番１号
大字西豊井１７８１番地８ 桜町二丁目２０番２号
大字西豊井１７８１番地９ 桜町二丁目２０番３号
大字西豊井１７８１番地１０ 桜町二丁目２０番５号
大字西豊井１７８１番地１２ 桜町二丁目２０番８号
大字西豊井１７８１番地１２ 桜町二丁目２０番８号
大字西豊井１７８４番地１ 桜町二丁目２０番１１号
大字西豊井１７８４番地２ 桜町二丁目２０番７号
大字西豊井１７８５番地３ 桜町二丁目３番１９号
大字西豊井１７８５番地４ 桜町二丁目３番１８号
大字西豊井１７８５番地９ 桜町二丁目３番１７号
大字西豊井１７８５番地１０ 桜町二丁目３番１６号
大字西豊井１７９０番地 桜町二丁目２０番１９号
大字西豊井１７９１番地３ 桜町二丁目２０番２２号
大字西豊井１７９１番地４ 桜町二丁目２０番２３号
大字西豊井１７９１番地６ 桜町二丁目２０番２７号
大字西豊井１７９１番地７ 桜町二丁目２０番２６号
大字西豊井１７９１番地７ 桜町二丁目２０番２６号
大字西豊井１７９１番地７ 桜町二丁目２０番２６号
大字西豊井１７９１番地８ 桜町二丁目２０番２５号
大字西豊井１７９１番地９ 桜町二丁目２０番２４号
大字西豊井１７９７番地３ 桜町三丁目７番１７号
大字西豊井１７９７番地４ 桜町三丁目７番１８号
大字西豊井１７９７番地６ 桜町三丁目７番１２号
大字西豊井１７９７番地８ 桜町三丁目７番１６号
大字西豊井１７９７番地９ 桜町三丁目７番１５号
大字西豊井１７９９番地 桜町三丁目７番１号
大字西豊井１７９９番地 桜町三丁目７番１号
大字西豊井１７９９番地６ 桜町三丁目７番８号
大字西豊井１７９９番地１０ 桜町三丁目７番２号
大字西豊井１７９９番地１１ 桜町三丁目７番１０号
大字西豊井１７９９番地１１ 桜町三丁目７番１０号
大字西豊井１８０１番地２ 桜町二丁目１８番１号
大字西豊井１８０２番地５ 桜町二丁目１８番１２号
大字西豊井１８０２番地８ 桜町二丁目１８番１１号
大字西豊井１８０２番地１０ 桜町二丁目１８番１０号
大字西豊井１８０２番地１１ 桜町二丁目１８番８号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１８０４番地 桜町二丁目１８番１７号
大字西豊井１８０６番地１ 桜町三丁目９番１３号
大字西豊井１８０６番地４ 桜町三丁目９番６号
大字西豊井１８０６番地６ 桜町三丁目９番８号
大字西豊井１８０７番地１ 桜町二丁目１７番２４号
大字西豊井１８０７番地１ 桜町二丁目１７番２４号
大字西豊井１８０７番地１ 桜町二丁目１７番２５号
大字西豊井１８０８番地１ 桜町二丁目１６番２６号
大字西豊井１８０８番地２ 桜町二丁目１６番２７号
大字西豊井１８０９番地 桜町二丁目１６番２９号
大字西豊井１８１０番地１ 桜町二丁目１６番３２号
大字西豊井１８１１番地 桜町二丁目１６番３７号
大字西豊井１８１４番地３ 桜町二丁目１７番１号
大字西豊井１８１７番地１ 桜町二丁目１７番２０号
大字西豊井１８１７番地１ 桜町二丁目１７番２０号
大字西豊井１８１８番地 桜町二丁目１７番１７号
大字西豊井１８１９番地 桜町二丁目１７番１６号
大字西豊井１８１９番地 桜町二丁目１７番１６号
大字西豊井１８１９番地 桜町二丁目１７番１８号
大字西豊井１８２０番地 桜町二丁目１７番１０号
大字西豊井１８２０番地 桜町二丁目１７番１０号
大字西豊井１８２１番地１ 桜町三丁目１３番６号
大字西豊井１８２１番地５ 桜町三丁目１３番２号
大字西豊井１８２３番地１ 桜町三丁目１２番３０号
大字西豊井１８２４番地 桜町三丁目１２番２７号
大字西豊井１８２４番地２ 桜町三丁目１２番３１号
大字西豊井１８２７番地１ 桜町三丁目１２番２４号
大字西豊井１８２７番地３ 桜町三丁目１２番２３号
大字西豊井１８２７番地３ 桜町三丁目１２番２３号
大字西豊井１８２８番地１ 桜町三丁目１２番１５号
大字西豊井１８２９番地２ 桜町三丁目９番１４号
大字西豊井１８２９番地１０ 桜町三丁目１２番１１号
大字西豊井１８２９番地１１ 桜町三丁目１２番１０号
大字西豊井１８２９番地１１ 桜町三丁目１２番１０号
大字西豊井１８２９番地１２ 桜町三丁目１２番３号
大字西豊井１８２９番地１３ 桜町三丁目１２番５号
大字西豊井１８２９番地１４ 桜町三丁目１２番７号
大字西豊井１８３０番地 桜町三丁目１２番１号
大字西豊井１８３１番地１ 桜町三丁目９番１８号
大字西豊井１８３１番地５ 桜町三丁目１０番３号
大字西豊井１８３１番地６ 桜町三丁目１０番１１号
大字西豊井１８３１番地８ 桜町三丁目１０番１４号
大字西豊井１８３１番地９ 桜町三丁目１０番６号
大字西豊井１８３１番地１０ 桜町三丁目１０番２号
大字西豊井１８３１番地１２ 桜町三丁目１０番１号
大字西豊井１８３１番地１３ 桜町三丁目１０番１２号
大字西豊井１８３１番地１４ 桜町三丁目１０番１３号
大字西豊井１８３４番地１ 桜町三丁目９番２２号
大字西豊井１８３４番地３ 桜町三丁目８番１号
大字西豊井１８３４番地３ 桜町三丁目８番２号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－２号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－４号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－５号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－６号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－７号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－８号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－９号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１０号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番８－１１号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１２号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１３号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１７号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目５番８－１８号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－２号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－３号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－４号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－５号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－６号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－７号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－８号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－９号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１０号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１１号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１２号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１３号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１４号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１５号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１６号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１７号
大字西豊井１８３４番地５ 桜町三丁目６番９－１８号
大字西豊井１８３４番地７ 桜町三丁目９番３号
大字西豊井１８３４番地８ 桜町三丁目９番２０号
大字西豊井１８３４番地１０ 桜町三丁目８番５号
大字西豊井１８３４番地１１ 桜町三丁目９番２５号
大字西豊井１８３４番地１６ 桜町三丁目９番１号
大字西豊井１８３４番地１６ 桜町三丁目９番１号
大字西豊井１８３４番地１６ 桜町三丁目９番１号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－３号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－４号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－６号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－７号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－８号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－９号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１０号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１１号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１２号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１３号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１４号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１５号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１６号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１７号
大字西豊井１８３４番地１９ 桜町三丁目５番１０－１８号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番７号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番８号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番８号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番８号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番８号
大字西豊井１８３９番地６ 桜町三丁目８番８号
大字西豊井１８３９番地１０ 桜町三丁目８番６号
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号
大字西豊井１８３９番地１１ 桜町三丁目８番１１号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１３ 桜町三丁目８番１０号
大字西豊井１８３９番地１４ 桜町三丁目８番７号
大字西豊井１８４９番地１ 桜町三丁目１１番６号
大字西豊井１８４９番地１ 桜町三丁目１１番６号
大字西豊井１８４９番地４ 桜町三丁目１１番１号
大字西豊井１８４９番地４ 桜町三丁目１１番１号
大字西豊井１８４９番地５ 桜町三丁目１１番３号
大字西豊井１８４９番地６ 桜町三丁目１１番５号
大字西豊井１８５０番地１ 桜町三丁目１１番８号
大字西豊井１８５２番地 桜町三丁目１１番２０号
大字西豊井１８５２番地１ 桜町三丁目１１番２２号
大字西豊井１８５２番地６ 桜町三丁目１１番１８号
大字西豊井１８５２番地９ 桜町三丁目１１番１３号
大字西豊井１８５２番地１０ 桜町三丁目１１番１２号
大字西豊井１８５２番地１１ 桜町三丁目１１番１４号
大字西豊井１８５６番地１ 桜町三丁目１２番２１号
大字西豊井１８５６番地２ 桜町三丁目１２番２２号
大字西豊井１８５７番地１ 桜町三丁目１２番３４号
大字西豊井１８５７番地２ 桜町三丁目１２番３２号
大字西豊井１８５７番地２ 桜町三丁目１２番３２号
大字西豊井１８５７番地３ 桜町三丁目１２番３６号
大字西豊井１８５７番地５ 桜町三丁目１２番３３号
大字西豊井１８６０番地２ 桜町三丁目１２番２９号
大字西豊井１８６３番地 桜町三丁目１３番１１号
大字西豊井１８６４番地１ 桜町三丁目１３番７号
大字西豊井１８６４番地１ 桜町三丁目１３番８号
大字西豊井１８６４番地３ 桜町三丁目１３番１０号
大字西豊井１８６５番地 桜町三丁目１７番１号
大字西豊井１８６５番地 桜町三丁目１７番２号
大字西豊井１８６５番地 桜町三丁目１７番３号
大字西豊井１８７３番地 桜町三丁目１３番１３号
大字西豊井１８７３番地 桜町三丁目１３番１４号
大字西豊井１８７３番地 桜町三丁目１３番１４号
大字西豊井１８７９番地 桜町三丁目１６番２号
大字西豊井１８８０番地 桜町三丁目１６番３号
大字西豊井１８８３番地 桜町三丁目１６番１３号
大字西豊井１９０９番地 桜町三丁目１８番１７号
大字西豊井１９１３番地１ 桜町三丁目１８番１３号
大字西豊井１９１３番地２ 桜町三丁目１８番１２号
大字西豊井１９１６番地２ 桜町三丁目１８番１０号
大字西豊井１９１６番地５ 桜町三丁目１８番８号
大字西豊井１９１６番地６ 桜町三丁目１８番７号
大字西豊井１９１６番地８ 桜町三丁目１８番５号
大字西豊井１９１６番地９ 桜町三丁目１８番４号
大字西豊井１９１６番地１０ 桜町三丁目１８番３号
大字西豊井１９１８番地１ 桜町三丁目１６番２１号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１９１８番地１ 桜町三丁目１６番２１号
大字西豊井１９１８番地４ 桜町三丁目１６番１８号
大字西豊井１９１８番地４ 桜町三丁目１６番１８号
大字西豊井１９１８番地４ 桜町三丁目１６番１８号
大字西豊井１９１９番地１ 桜町三丁目１９番６号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地１ 桜町三丁目１９番１２号
大字西豊井１９２１番地３ 桜町三丁目１９番２号
大字西豊井１９２２番地１ 桜町三丁目１９番１１号
大字西豊井１９２２番地４ 桜町三丁目１９番７号
大字西豊井１９２２番地５ 桜町三丁目１９番８号
大字西豊井１９２３番地２ 桜町三丁目１９番１３号
大字西豊井１９２３番地２ 桜町三丁目１９番１３号
大字西豊井１９２５番地１ 桜町三丁目１番１７号
大字西豊井１９２６番地 桜町三丁目１番１８号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１ー１号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－３号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－４号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－５号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－６号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－７号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－８号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－９号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１０号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１１号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１２号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１３号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１４号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１５号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１７号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１８号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－１９号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２０号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２１号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２２号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２３号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目３番１－２４号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目４番３－１６号
大字西豊井１９２６番地１ 桜町三丁目５番８－１４号
大字西豊井１９２６番地１０ 桜町三丁目１番１３号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目３番１－１６号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－２号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－３号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－４号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－５号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－６号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－７号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－８号
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大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－９号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１０号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１１号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１２号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１３号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１４号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１５号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１７号
大字西豊井１９２６番地１４ 桜町三丁目４番３－１８号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目４番４－５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－８号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－９号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１０号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番５－１８号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番１０－２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目５番１０－５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－８号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－９号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１０号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番６－１８号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－８号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－９号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１０号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１１号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１２号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１３号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１４号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１５号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１６号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１７号
大字西豊井１９５２番地 桜町三丁目６番７－１８号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－２号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－３号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－４号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－６号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－７号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－８号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－９号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１０号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１１号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１２号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１３号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１４号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１５号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１６号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１７号
大字西豊井１９５２番地７ 桜町三丁目４番４－１８号
大字西豊井１９６２番地 桜町三丁目５番８－３号
大字西豊井１９６２番地 桜町三丁目５番８－１５号
大字西豊井１９６２番地 桜町三丁目５番８－１６号
大字西豊井１９６３番地 桜町三丁目６番９－１号
大字西豊井１９８１番地１ 桜町二丁目１番２０号
大字西豊井１９９０番地１ 桜町二丁目１番２０号
大字西豊井１９９１番地４ 桜町二丁目１番２３号
大字西豊井１９９１番地４ 桜町二丁目１番２３号
大字西豊井１９９１番地４ 桜町二丁目１番２３号
大字西豊井２００７番地１ 藤光町一丁目７番３号
大字西豊井２０２３番地 藤光町一丁目９番１７号
大字西豊井２０２６番地４ 藤光町一丁目９番１２号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－１０１号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－１０２号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－１０３号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－１０４号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－２０１号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－２０２号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－２０３号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－２０４号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－３０１号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－３０２号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－３０３号
大字西豊井２０２６番地５ 藤光町一丁目１１番１－３０４号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－１０１号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－１０２号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－１０３号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－１０４号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－２０１号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－２０２号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－２０３号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－２０４号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－３０１号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－３０２号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－３０３号
大字西豊井２０２６番地１０ 藤光町一丁目１１番２－３０４号
大字西豊井２０２７番地 藤光町一丁目１２番２０号
大字西豊井２０２７番地４ 藤光町一丁目１２番１９号
大字西豊井２０２７番地４ 藤光町一丁目１２番１９号
大字西豊井２０２７番地１４ 藤光町一丁目１４番１２号
大字西豊井２０２７番地１５ 藤光町一丁目１４番１３号
大字西豊井２０２７番地１５ 藤光町一丁目１４番１３号
大字西豊井２０２７番地１６ 藤光町一丁目１２番８号
大字西豊井２０２７番地２０ 藤光町一丁目１３番１９号
大字西豊井２０２７番地２６ 藤光町一丁目１３番１３号
大字西豊井２０２７番地２６ 藤光町一丁目１３番１３号
大字西豊井２０２７番地２７ 藤光町一丁目１３番１５号
大字西豊井２０２７番地４０ 藤光町一丁目１２番１０号
大字西豊井２０２７番地４１ 藤光町一丁目１２番１１号
大字西豊井２０２７番地４２ 藤光町一丁目１５番２０号
大字西豊井２０２７番地４４ 藤光町一丁目１５番２１号
大字西豊井２０２７番地４７ 藤光町一丁目１５番２４号
大字西豊井２０２８番地２ 楠木町二丁目５番５号
大字西豊井２０２８番地２ 楠木町二丁目５番５号
大字西豊井２０２８番地１１ 楠木町二丁目５番３号
大字西豊井２０２８番地１１ 楠木町二丁目５番３号
大字西豊井２０３６番地５ 藤光町一丁目１４番６号
大字西豊井２０３６番地５ 藤光町一丁目１４番６号
大字西豊井２０３６番地６ 藤光町一丁目１４番８号
大字西豊井２０３６番地６ 藤光町一丁目１４番８号
大字西豊井２０３９番地６ 藤光町一丁目１４番１１号
大字西豊井２０４６番地５ 藤光町一丁目１５番３９号
大字西豊井２０４６番地６ 藤光町一丁目１５番３７号
大字西豊井２０４６番地７ 藤光町一丁目１５番３４号
大字西豊井２０４６番地８ 藤光町一丁目１５番３５号
大字西豊井２０８１番地３ 藤光町一丁目１５番２８号
大字西豊井２０８３番地９ 藤光町一丁目１５番１１号
大字西豊井２０８４番地５ 藤光町一丁目１５番１２号
大字西豊井２０８５番地７ 藤光町一丁目１６番１８号
大字西豊井２０８５番地１４ 藤光町一丁目１５番６号
大字西豊井２０８５番地２５ 藤光町一丁目１５番８号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９５番地３ 藤光町一丁目１２番１号
大字西豊井２０９８番地 藤光町一丁目１６番１号
大字西豊井２０９８番地 藤光町一丁目１６番１号
大字西豊井２０９８番地４ 藤光町一丁目１６番６号
大字西豊井２０９８番地６ 藤光町一丁目１６番８号
大字西豊井２０９８番地６ 藤光町一丁目１６番８号
大字西豊井２０９８番地６ 藤光町一丁目１６番８号
大字西豊井２０９８番地６ 藤光町一丁目１６番８号
大字西豊井２０９８番地８ 藤光町一丁目１６番１１号
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旧　住　所 新　住　所
大字西豊井２０９８番地８ 藤光町一丁目１６番１１号
大字西豊井２０９８番地９ 藤光町一丁目１６番９号
大字西豊井２０９８番地１１ 藤光町一丁目１６番１５号
大字西豊井２０９８番地１３ 藤光町一丁目１６番１３号
大字西豊井２１０１番地３ 藤光町一丁目１６番１６号
大字西豊井２１０２番地１ 藤光町一丁目１５番１号
大字西豊井２１０３番地１ 藤光町一丁目３番１６号
大字西豊井２１０３番地１ 藤光町一丁目３番１６号
大字西豊井２１０３番地２ 藤光町一丁目３番２０号
大字西豊井２１０３番地３ 藤光町一丁目３番１８号
大字西豊井２１０３番地３ 藤光町一丁目３番１８号
大字西豊井２１０３番地４ 藤光町一丁目３番１９号
大字西豊井２１０３番地５ 藤光町一丁目３番１７号
大字西豊井２１０６番地１ 藤光町一丁目３番３６号
大字西豊井２１０６番地１ 藤光町一丁目３番３５号
大字西豊井２１０６番地４ 藤光町一丁目３番３９号
大字西豊井２１０６番地４ 藤光町一丁目３番３９号
大字西豊井２１０６番地４ 藤光町一丁目３番３９号
大字西豊井２１０６番地６ 藤光町一丁目３番３８号
大字西豊井２１１３番地１ 藤光町一丁目５番１１号
大字西豊井２１１３番地３ 藤光町一丁目５番８号
大字西豊井２２１５番地 藤光町一丁目９番２０号
大字河内５番地１ 桜町二丁目１番１２号
大字河内５番地１ 桜町二丁目１番１２号
大字河内５番地１ 桜町二丁目１番１２号
大字河内５番地１ 桜町二丁目１番１２号
大字河内５番地１ 桜町二丁目１番１２号
大字河内５番地６ 桜町二丁目１番１号
大字河内５番地７ 桜町二丁目１番６号
大字河内５番地７ 桜町二丁目１番６号
大字河内５番地１０ 桜町二丁目１番７号
大字河内５番地１４ 桜町二丁目１番１０号
大字河内５番地１４ 桜町二丁目１番１０号
大字末武下３番地 藤光町二丁目１番１０号
大字末武下４番地１ 藤光町二丁目１番１２号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下４番地３ 藤光町二丁目１番７号
大字末武下５番地 藤光町二丁目１番１０号
大字末武下６番地３ 藤光町二丁目２番５号
大字末武下６番地５ 藤光町二丁目２番３号
大字末武下６番地５ 藤光町二丁目２番３号
大字末武下６番地５ 藤光町二丁目２番５号
大字末武下７番地１ 藤光町二丁目１番１７号
大字末武下７番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下７番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下７番地２ 藤光町二丁目４番１号
大字末武下９番地１ 藤光町二丁目２番６号
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大字末武下９番地４ 藤光町二丁目２番７号
大字末武下９番地５ 藤光町二丁目２番８号
大字末武下９番地６ 藤光町二丁目２番９号
大字末武下９番地８ 藤光町二丁目２番１０号
大字末武下１０番地１ 藤光町二丁目２番２７号
大字末武下１０番地１ 藤光町二丁目２番２７号
大字末武下１０番地１ 藤光町二丁目２番２７号
大字末武下１０番地４ 藤光町二丁目２番２８号
大字末武下１０番地５ 藤光町二丁目２番３１号
大字末武下１２番地 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１１号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１２号
大字末武下１２番地１ 藤光町二丁目２番１３号
大字末武下１２番地４ 藤光町二丁目３番１号
大字末武下２２番地３ 藤光町二丁目４番１２号
大字末武下２２番地３ 藤光町二丁目４番１２号
大字末武下２２番地４ 藤光町二丁目４番１０号
大字末武下２３番地１ 藤光町二丁目３番３号
大字末武下２３番地１ 藤光町二丁目３番３号
大字末武下２７番地 藤光町二丁目３番４号
大字末武下２７番地 藤光町二丁目３番４号
大字末武下２７番地１ 藤光町二丁目３番５号
大字末武下２７番地１ 藤光町二丁目３番６号
大字末武下２７番地１ 藤光町二丁目３番９号
大字末武下２７番地２ 藤光町二丁目３番８号
大字末武下２７番地２ 藤光町二丁目３番８号
大字末武下２７番地２ 藤光町二丁目３番１０号
大字末武下２７番地４ 藤光町二丁目６番２８号
大字末武下２７番地４ 藤光町二丁目６番２９号
大字末武下２７番地９ 藤光町二丁目３番７号
大字末武下２７番地９ 藤光町二丁目３番７号
大字末武下２７番地１４ 藤光町二丁目３番２８号
大字末武下２７番地１４ 藤光町二丁目３番２９号
大字末武下２７番地１５ 藤光町二丁目３番２３号
大字末武下２７番地２０ 藤光町二丁目３番２６号
大字末武下２７番地２３ 藤光町二丁目３番２５号
大字末武下２８番地 藤光町二丁目３番１９号
大字末武下２８番地３ 藤光町二丁目３番２１号
大字末武下２９番地１ 藤光町二丁目３番１３号
大字末武下２９番地３ 藤光町二丁目３番１２号
大字末武下２９番地３ 藤光町二丁目３番１２号
大字末武下３０番地 藤光町二丁目６番２４号
大字末武下３１番地２ 藤光町二丁目６番２０号
大字末武下３１番地３ 藤光町二丁目６番２１号
大字末武下３５番地１ 藤光町二丁目６番３０号
大字末武下３５番地２ 藤光町二丁目６番３２号
大字末武下３５番地４ 藤光町二丁目６番３０号
大字末武下３５番地８ 藤光町二丁目６番３１号
大字末武下３６番地２ 藤光町二丁目６番６号
大字末武下４１番地２ 藤光町二丁目５番１号
大字末武下４３番地４ 藤光町二丁目５番８号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下４３番地５ 藤光町二丁目５番１３号
大字末武下４３番地５ 藤光町二丁目５番１３号
大字末武下４３番地７ 藤光町二丁目５番８号
大字末武下４３番地７ 藤光町二丁目５番８号
大字末武下４３番地１０ 藤光町二丁目５番６号
大字末武下４３番地１０ 藤光町二丁目５番６号
大字末武下４３番地１１ 藤光町二丁目５番５号
大字末武下４３番地１１ 藤光町二丁目５番５号
大字末武下４３番地１３ 藤光町二丁目５番３号
大字末武下５１番地３ 藤光町二丁目６番１７号
大字末武下５２番地１ 藤光町二丁目６番１６号
大字末武下５２番地１ 藤光町二丁目６番１６号
大字末武下５３番地６ 藤光町二丁目７番５号
大字末武下５３番地８ 藤光町二丁目７番６号
大字末武下５６番地３ 藤光町二丁目８番２号
大字末武下５６番地７ 藤光町二丁目８番２０号
大字末武下５６番地９ 藤光町二丁目７番３１号
大字末武下５６番地１０ 藤光町二丁目７番３２号
大字末武下５６番地１０ 藤光町二丁目７番３２号
大字末武下５６番地１１ 藤光町二丁目７番３３号
大字末武下５６番地１２ 藤光町二丁目７番３４号
大字末武下５６番地１４ 藤光町二丁目７番１９号
大字末武下５６番地１５ 藤光町二丁目７番２１号
大字末武下５６番地１７ 藤光町二丁目７番２２号
大字末武下５６番地１８ 藤光町二丁目７番２４号
大字末武下５６番地１８ 藤光町二丁目７番２４号
大字末武下５６番地２４ 藤光町二丁目８番１９号
大字末武下５７番地１ 藤光町二丁目７番１３号
大字末武下５７番地３ 藤光町二丁目７番１０号
大字末武下６１番地４ 藤光町二丁目８番３号
大字末武下６１番地１０ 藤光町二丁目８番１８号
大字末武下６１番地１３ 藤光町二丁目８番１０号
大字末武下６１番地１４ 藤光町二丁目８番１１号
大字末武下６１番地１５ 藤光町二丁目８番１３号
大字末武下６１番地１６ 藤光町二丁目８番１４号
大字末武下６１番地１７ 藤光町二丁目８番５号
大字末武下６１番地３４ 藤光町二丁目８番２６号
大字末武下６１番地３６ 藤光町二丁目８番２５号
大字末武下６５番地 藤光町二丁目８番６号
大字末武下６５番地 藤光町二丁目８番６号
大字末武下６９番地７ 藤光町二丁目９番５号
大字末武下６９番地８ 藤光町二丁目９番６号
大字末武下６９番地９ 藤光町二丁目９番７号
大字末武下７０番地７ 藤光町二丁目９番２号
大字末武下７５番地 藤光町二丁目１１番６号
大字末武下７６番地３ 藤光町二丁目１１番２２号
大字末武下７８番地１ 藤光町二丁目１１番２０号
大字末武下７８番地２ 藤光町二丁目１１番２８号
大字末武下７８番地３ 藤光町二丁目１１番２７号
大字末武下７８番地７ 藤光町二丁目１１番２１号
大字末武下８０番地２ 藤光町二丁目１１番１１号
大字末武下８５番地 藤光町二丁目１１番１７号
大字末武下９０番地１ 藤光町二丁目１２番１５号
大字末武下９０番地１ 藤光町二丁目１２番１５号
大字末武下９０番地６ 藤光町二丁目１２番１６号
大字末武下９０番地６ 藤光町二丁目１２番１６号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９４番地 藤光町二丁目１２番１０号
大字末武下９６番地 藤光町二丁目１２番１号
大字末武下９８番地５ 藤光町二丁目１３番２２号
大字末武下９８番地５ 藤光町二丁目１３番２２号
大字末武下９８番地６ 藤光町二丁目１３番２３号
大字末武下９８番地６ 藤光町二丁目１３番２３号
大字末武下９８番地６ 藤光町二丁目１３番２４号
大字末武下９８番地７ 藤光町二丁目１３番２５号
大字末武下９８番地１２ 藤光町二丁目１３番２１号
大字末武下９８番地１２ 藤光町二丁目１３番２１号
大字末武下９８番地１２ 藤光町二丁目１３番２１号
大字末武下９８番地１２ 藤光町二丁目１３番２１号
大字末武下１００番地１ 藤光町二丁目１３番１５号
大字末武下１００番地１ 藤光町二丁目１３番１５号
大字末武下１００番地１ 藤光町二丁目１３番１５号
大字末武下１００番地１ 藤光町二丁目１３番１５号
大字末武下１００番地１ 藤光町二丁目１３番１５号
大字末武下１０１番地１ 藤光町二丁目１３番１０号
大字末武下１０１番地１ 藤光町二丁目１３番１０号
大字末武下１０１番地１ 藤光町二丁目１３番１０号
大字末武下１０１番地２ 藤光町二丁目１３番２０号
大字末武下１０１番地３ 藤光町二丁目１３番１７号
大字末武下１０１番地３ 藤光町二丁目１３番１８号
大字末武下１０１番地３ 藤光町二丁目１３番１９号
大字末武下１０１番地１０ 藤光町二丁目１３番１４号
大字末武下１０１番地１８ 藤光町二丁目１３番１６号
大字末武下１０１番地１８ 藤光町二丁目１３番１６号
大字末武下１０２番地２ 藤光町二丁目１３番６号
大字末武下１０２番地２ 藤光町二丁目１３番９号
大字末武下１０３番地 藤光町二丁目１４番１号
大字末武下１０３番地 藤光町二丁目１４番１号
大字末武下１１４番地１ 藤光町二丁目１６番１号
大字末武下１１５番地 藤光町二丁目１６番３号
大字末武下１１５番地 藤光町二丁目１６番３号
大字末武下１１８番地１ 藤光町二丁目１６番１４号
大字末武下１１８番地１ 藤光町二丁目１６番１５号
大字末武下１１８番地１ 藤光町二丁目１６番１８号
大字末武下１２０番地１ 藤光町二丁目１６番１３号
大字末武下１２０番地１ 藤光町二丁目１６番１３号
大字末武下１２０番地２ 藤光町二丁目１６番１２号
大字末武下１２０番地２ 藤光町二丁目１６番１２号
大字末武下１２５番地 藤光町二丁目１６番６号
大字末武下１２６番地 藤光町二丁目１６番１０号
大字末武下１２７番地１ 藤光町二丁目１６番８号
大字末武下１２７番地２ 藤光町二丁目１６番７号
大字末武下１２９番地 藤光町二丁目１５番２号
大字末武下１５５番地８ 藤光町二丁目１６番２０号
大字末武下１５９番地 藤光町二丁目１６番２２号
大字末武下１６６番地３ 藤光町一丁目１番１号
大字末武下１７０番地７ 楠木町二丁目１番１号
大字末武下１７２番地７ 楠木町二丁目１番６号
大字末武下１７２番地７ 楠木町二丁目１番６号
大字末武下１７２番地８ 楠木町二丁目１番８号
大字末武下１７２番地９ 楠木町二丁目１番１０号
大字末武下１７２番地１０ 楠木町二丁目１番１１号
大字末武下１７２番地１１ 楠木町二丁目１番１２号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１７２番地１２ 楠木町二丁目１番１３号
大字末武下１７４番地１ 楠木町二丁目１番３１号
大字末武下１７４番地２ 楠木町二丁目１番３３号
大字末武下１７６番地１ 藤光町一丁目２番１号
大字末武下１７７番地２ 藤光町一丁目２番６号
大字末武下１７７番地３ 藤光町一丁目２番４号
大字末武下１７７番地４ 藤光町一丁目２番５号
大字末武下１７７番地５ 藤光町一丁目２番７号
大字末武下１７８番地２ 藤光町一丁目２番４０号
大字末武下１７８番地４ 藤光町一丁目２番３９号
大字末武下１７８番地６ 藤光町一丁目２番３８号
大字末武下１８２番地 藤光町一丁目２番３４号
大字末武下１８６番地１ 藤光町一丁目２番１０号
大字末武下１８８番地１ 藤光町一丁目２番１１号
大字末武下１８８番地１ 藤光町一丁目２番１１号
大字末武下２０８番地３ 藤光町二丁目１７番１９号
大字末武下２０８番地４ 藤光町二丁目１７番１８号
大字末武下２０９番地２ 藤光町二丁目１７番３号
大字末武下２０９番地３ 藤光町二丁目１７番２号
大字末武下２０９番地５ 藤光町二丁目１７番７号
大字末武下２０９番地７ 藤光町二丁目１７番５号
大字末武下２１０番地 藤光町二丁目１７番１－１号
大字末武下２１０番地２ 藤光町二丁目１７番１－２号
大字末武下２１８番地６ 藤光町一丁目３番１号
大字末武下２１８番地６ 藤光町一丁目３番１号
大字末武下２１８番地６ 藤光町一丁目３番１号
大字末武下２１８番地７ 藤光町一丁目３番３号
大字末武下２１８番地１２ 藤光町一丁目３番２６号
大字末武下２１８番地１４ 藤光町一丁目３番２４号
大字末武下２１９番地３ 藤光町一丁目３番２９号
大字末武下２１９番地１５ 藤光町一丁目３番１２号
大字末武下２２２番地３ 藤光町一丁目１７番９号
大字末武下２２２番地３ 藤光町一丁目１７番９号
大字末武下２２２番地４ 藤光町一丁目１７番８号
大字末武下２２２番地４ 藤光町一丁目１７番８号
大字末武下２２２番地５ 藤光町一丁目１７番１１号
大字末武下２２２番地６ 藤光町一丁目１７番７号
大字末武下２２２番地７ 藤光町一丁目１７番１２号
大字末武下２２２番地８ 藤光町一丁目１７番６号
大字末武下２２２番地９ 藤光町一丁目１７番１４号
大字末武下２２２番地１０ 藤光町一丁目１７番３号
大字末武下２２２番地１０ 藤光町一丁目１７番３号
大字末武下２２２番地１１ 藤光町一丁目１７番１号
大字末武下２２２番地１１ 藤光町一丁目１７番２号
大字末武下２２３番地３ 藤光町一丁目１８番１号
大字末武下２２３番地４ 藤光町一丁目１８番３号
大字末武下２２３番地５ 藤光町一丁目１８番２３号
大字末武下２２３番地６ 藤光町一丁目１８番４号
大字末武下２２３番地７ 藤光町一丁目１８番２１号
大字末武下２２３番地１１ 藤光町一丁目１８番６号
大字末武下２２３番地１２ 藤光町一丁目１８番２０号
大字末武下２２３番地１３ 藤光町一丁目１８番８号
大字末武下２２３番地１４ 藤光町一丁目１８番１０号
大字末武下２２３番地１５ 藤光町一丁目１８番１１号
大字末武下２２３番地１５ 藤光町一丁目１８番１１号
大字末武下２２８番地１ 藤光町一丁目１９番１６号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２２８番地１ 藤光町一丁目１９番１６号
大字末武下２３０番地３ 藤光町一丁目１９番１４号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１７号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３０番地１２ 楠木町二丁目１番１８号
大字末武下２３１番地 楠木町二丁目１番２６号
大字末武下２３５番地１ 楠木町二丁目２番２５号
大字末武下２３５番地１ 楠木町二丁目２番２５号
大字末武下２３６番地 楠木町二丁目２番２２号
大字末武下２３８番地 楠木町二丁目２番２８号
大字末武下２３９番地６ 楠木町二丁目１番２４号
大字末武下２３９番地６ 楠木町二丁目１番２４号
大字末武下２３９番地７ 楠木町二丁目１番２３号
大字末武下２３９番地８ 楠木町二丁目１番２５号
大字末武下２３９番地１０ 楠木町二丁目１番２１号
大字末武下２４０番地１ 藤光町一丁目１９番１３号
大字末武下２４０番地５ 藤光町一丁目１９番１２号
大字末武下２４１番地２ 藤光町一丁目１９番１０号
大字末武下２４１番地２ 藤光町一丁目１９番１０号
大字末武下２４１番地２ 藤光町一丁目１９番１０号
大字末武下２４１番地５ 藤光町一丁目１９番９号
大字末武下２４１番地６ 楠木町二丁目２番３号
大字末武下２４２番地 楠木町二丁目２番１６号
大字末武下２４２番地 楠木町二丁目２番１６号
大字末武下２４２番地１ 桜町三丁目１９番１９号
大字末武下２４２番地２ 楠木町二丁目２番９９号
大字末武下２４２番地３ 桜町三丁目１９番２１号
大字末武下２４３番地２ 楠木町二丁目２番１０号
大字末武下２４３番地２ 楠木町二丁目２番１０号
大字末武下２４３番地１４ 楠木町二丁目２番１１号
大字末武下２４４番地 藤光町一丁目１９番３号
大字末武下２４４番地 藤光町一丁目１９番８号
大字末武下２４４番地１ 藤光町一丁目１９番３号
大字末武下２４４番地１ 藤光町一丁目１９番５号
大字末武下２４４番地３ 藤光町一丁目１９番１号
大字末武下２４４番地３ 藤光町一丁目１９番１号
大字末武下２４４番地３ 藤光町一丁目１９番１号
大字末武下２４４番地３ 藤光町一丁目１９番１号
大字末武下２４５番地１ 藤光町一丁目１９番４号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番２号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番３号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番３号
大字末武下２４６番地１ 楠木町二丁目３番３号
大字末武下２４６番地５ 楠木町二丁目３番３号
大字末武下２４７番地１ 楠木町二丁目３番２１号
大字末武下２４７番地１ 楠木町二丁目３番２１号
大字末武下２４７番地５ 楠木町二丁目３番２３号
大字末武下２４７番地７ 楠木町二丁目３番１９号
大字末武下２４７番地８ 楠木町二丁目３番１８号
大字末武下２４７番地１０ 楠木町二丁目３番１７号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４７番地１４ 楠木町二丁目３番１６号
大字末武下２４８番地７ 楠木町二丁目３番５号
大字末武下２５０番地 楠木町二丁目４番１号
大字末武下２５１番地１ 楠木町二丁目４番５号
大字末武下２５１番地３ 楠木町二丁目４番３号
大字末武下２５２番地２ 楠木町二丁目４番３０号
大字末武下２５２番地５ 楠木町二丁目４番２８号
大字末武下２５２番地６ 楠木町二丁目４番２７号
大字末武下２５３番地２ 楠木町二丁目４番８号
大字末武下２５３番地５ 楠木町二丁目４番６号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地３ 楠木町二丁目４番２０号
大字末武下２５４番地４ 楠木町二丁目４番２１号
大字末武下２５４番地５ 楠木町二丁目４番２２号
大字末武下２５５番地１ 楠木町二丁目６番２２号
大字末武下２５５番地５ 楠木町二丁目６番１３号
大字末武下２５５番地６ 楠木町二丁目６番１８号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２５５番地７ 楠木町二丁目６番１６号
大字末武下２５５番地８ 楠木町二丁目６番２０号
大字末武下２５５番地８ 楠木町二丁目６番２０号
大字末武下２５５番地９ 楠木町二丁目６番２１号
大字末武下２５５番地１０ 楠木町二丁目６番６号
大字末武下２５６番地３ 楠木町二丁目６番２３号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地４ 楠木町二丁目６番２６号
大字末武下２５６番地５ 楠木町二丁目６番２５号
大字末武下２５６番地５ 楠木町二丁目６番２５号
大字末武下２５６番地５ 楠木町二丁目６番２５号
大字末武下２５６番地５ 楠木町二丁目６番２５号
大字末武下２５６番地６ 楠木町二丁目６番２４号
大字末武下２５６番地６ 楠木町二丁目６番２４号
大字末武下２５８番地１ 楠木町二丁目６番５号
大字末武下２５８番地１ 楠木町二丁目６番５号
大字末武下２５８番地１ 楠木町二丁目６番５号
大字末武下２５８番地１ 楠木町二丁目６番５号
大字末武下２５８番地２ 楠木町二丁目６番３８号
大字末武下２５８番地４ 楠木町二丁目６番２号
大字末武下２５８番地４ 楠木町二丁目６番３号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地５ 楠木町二丁目６番３０号
大字末武下２５９番地６ 楠木町二丁目６番２９号
大字末武下２５９番地６ 楠木町二丁目６番２９号
大字末武下２５９番地７ 楠木町二丁目６番２８号
大字末武下２５９番地８ 楠木町二丁目６番２７号
大字末武下２６１番地１ 楠木町二丁目５番１９号
大字末武下２６２番地 藤光町一丁目１０番１号
大字末武下２６２番地 藤光町一丁目１０番１号
大字末武下２６２番地５ 楠木町二丁目５番１２号
大字末武下２６２番地５ 楠木町二丁目５番１２号
大字末武下２６２番地７ 楠木町二丁目５番８号
大字末武下２６２番地７ 楠木町二丁目５番８号
大字末武下２６２番地８ 楠木町二丁目５番１１号
大字末武下２６２番地９ 藤光町一丁目１０番３号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６２番地１２ 楠木町二丁目５番１６号
大字末武下２６３番地５ 藤光町一丁目１０番３９号
大字末武下２６４番地 楠木町二丁目６番１号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３６号
大字末武下２６４番地２ 楠木町二丁目６番３７号
大字末武下２６４番地５ 楠木町二丁目６番３９号
大字末武下２６４番地５ 楠木町二丁目６番４０号
大字末武下２６４番地５ 楠木町二丁目６番４１号
大字末武下２６４番地６ 楠木町二丁目６番１号
大字末武下２６７番地１ 藤光町一丁目１０番３１号
大字末武下２６７番地１ 藤光町一丁目１０番３１号
大字末武下２６７番地１ 藤光町一丁目１０番３１号
大字末武下２６７番地１ 藤光町一丁目１０番３１号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地２ 藤光町一丁目１０番２３号
大字末武下２６７番地６ 藤光町一丁目９番８号
大字末武下２６７番地１１ 藤光町一丁目１０番１８号
大字末武下２６７番地１２ 藤光町一丁目１０番１５号
大字末武下２６７番地１４ 藤光町一丁目１０番７号
大字末武下２６７番地１６ 藤光町一丁目１０番９号
大字末武下２６７番地１６ 藤光町一丁目１０番１０号
大字末武下２６７番地１７ 藤光町一丁目１０番１１号
大字末武下２６７番地１７ 藤光町一丁目１０番１１号
大字末武下２６７番地２２ 藤光町一丁目１０番３４号
大字末武下２６７番地２２ 藤光町一丁目１０番３４号
大字末武下２６７番地２２ 藤光町一丁目１０番３４号
大字末武下２６７番地２２ 藤光町一丁目１０番３４号
大字末武下２６７番地２５ 藤光町一丁目１０番２２号
大字末武下２６７番地２６ 藤光町一丁目１０番２１号
大字末武下２６７番地３７ 藤光町一丁目９番１０号
大字末武下２６７番地３８ 藤光町一丁目１０番２６号
大字末武下２７２番地３ 藤光町一丁目９番６号
大字末武下２７２番地４ 藤光町一丁目９番３号
大字末武下２７５番地５ 藤光町一丁目９番２２号
大字末武下２７７番地１ 藤光町一丁目８番１１号
大字末武下２７８番地 藤光町一丁目８番１２号
大字末武下２７８番地 藤光町一丁目８番１３号
大字末武下２７８番地 藤光町一丁目８番１３号
大字末武下２７８番地 藤光町一丁目８番１４号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２７８番地 藤光町一丁目８番１５号
大字末武下２７９番地 藤光町一丁目８番１９号
大字末武下２８０番地１ 藤光町一丁目８番５号
大字末武下２８０番地５ 藤光町一丁目８番３号
大字末武下２８０番地５ 藤光町一丁目８番３号
大字末武下２８０番地６ 藤光町一丁目８番２号
大字末武下２８０番地７ 藤光町一丁目８番１号
大字末武下２８２番地６ 藤光町一丁目７番１５号
大字末武下２８２番地７ 藤光町一丁目７番１６号
大字末武下２８２番地８ 藤光町一丁目７番１４号
大字末武下２８２番地９ 藤光町一丁目７番１７号
大字末武下２８２番地１０ 藤光町一丁目７番２１号
大字末武下２８２番地１１ 藤光町一丁目７番１９号
大字末武下２８２番地１２ 藤光町一丁目７番２０号
大字末武下２８４番地５ 藤光町一丁目７番６号
大字末武下２８４番地５ 藤光町一丁目７番６号
大字末武下２８５番地８ 桜町三丁目２番１号
大字末武下２８５番地１０ 桜町三丁目１番１２号
大字末武下２８５番地１１ 桜町三丁目１番１１号
大字末武下２８５番地１２ 桜町三丁目１番１０号
大字末武下２８５番地１３ 桜町三丁目１番８号
大字末武下２８５番地１４ 桜町三丁目１番６号
大字末武下２８５番地１５ 桜町三丁目１番７号
大字末武下２９１番地８ 桜町三丁目１番２号
大字末武下２９１番地９ 桜町三丁目１番１号
大字末武下２９１番地１０ 桜町三丁目１番２３号
大字末武下２９１番地１０ 桜町三丁目１番２３号
大字末武下２９１番地１１ 桜町三丁目１番２２号
大字末武下２９１番地１２ 桜町三丁目１番２１号
大字末武下２９１番地１３ 桜町三丁目１番２０号
大字末武下２９２番地５ 楠木町一丁目１番６号
大字末武下２９２番地５ 楠木町一丁目１番６号
大字末武下２９２番地５ 楠木町一丁目１番６号
大字末武下２９２番地５ 楠木町一丁目１番６号
大字末武下２９２番地６ 楠木町一丁目１番７号
大字末武下２９２番地６ 楠木町一丁目１番７号
大字末武下２９２番地６ 楠木町一丁目１番７号
大字末武下２９３番地８ 楠木町一丁目２番１６号
大字末武下２９３番地８ 楠木町一丁目２番１６号
大字末武下２９３番地８ 楠木町一丁目２番１６号
大字末武下２９３番地８ 楠木町一丁目２番１６号
大字末武下２９３番地８ 楠木町一丁目２番１６号
大字末武下２９３番地１０ 楠木町一丁目２番３号
大字末武下２９３番地１０ 楠木町一丁目２番３号
大字末武下２９３番地１０ 楠木町一丁目２番３号
大字末武下２９３番地１０ 楠木町一丁目２番３号
大字末武下２９３番地１１ 楠木町一丁目２番２号
大字末武下２９３番地１２ 楠木町一丁目２番１５号
大字末武下２９３番地１２ 楠木町一丁目２番１５号
大字末武下２９３番地１３ 楠木町一丁目２番１４号
大字末武下２９３番地１５ 楠木町一丁目２番１２号
大字末武下２９３番地１６ 楠木町一丁目２番１１号
大字末武下２９３番地１６ 楠木町一丁目２番１１号
大字末武下２９３番地１８ 楠木町一丁目２番８号
大字末武下２９３番地１９ 楠木町一丁目２番９号
大字末武下２９３番地２２ 楠木町一丁目２番１０号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下２９３番地２４ 楠木町一丁目２番７号
大字末武下２９３番地２４ 楠木町一丁目２番７号
大字末武下２９６番地３ 楠木町一丁目２番２６号
大字末武下２９６番地７ 楠木町一丁目２番２３号
大字末武下２９６番地１１ 楠木町一丁目２番２４号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番２７号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地１ 楠木町一丁目２番３２号
大字末武下２９７番地３ 楠木町一丁目２番３５号
大字末武下２９７番地７ 楠木町一丁目２番３０号
大字末武下２９８番地１ 楠木町一丁目４番１号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地２ 楠木町一丁目４番５号
大字末武下２９８番地３ 桜町三丁目１６番１４号
大字末武下２９８番地３ 桜町三丁目１６番１４号
大字末武下２９８番地３ 桜町三丁目１６番１４号
大字末武下２９８番地５ 楠木町一丁目４番７号
大字末武下２９８番地５ 楠木町一丁目４番７号
大字末武下２９８番地５ 楠木町一丁目４番７号
大字末武下２９８番地７ 桜町三丁目１６番１５号
大字末武下２９８番地７ 桜町三丁目１６番１７号
大字末武下２９８番地１３ 楠木町一丁目４番３号
大字末武下２９８番地１３ 楠木町一丁目４番３号
大字末武下２９８番地１７ 楠木町一丁目４番６号
大字末武下２９８番地１８ 楠木町一丁目４番２２号
大字末武下２９８番地２３ 桜町三丁目１６番１１号
大字末武下３００番地１ 楠木町一丁目４番１２号
大字末武下３００番地１ 楠木町一丁目４番１２号
大字末武下３００番地１ 楠木町一丁目４番１２号
大字末武下３００番地３ 楠木町一丁目４番１０号
大字末武下３００番地３ 楠木町一丁目４番１０号
大字末武下３００番地３ 楠木町一丁目４番２０号
大字末武下３００番地３ 楠木町一丁目４番２０号
大字末武下３００番地４ 楠木町一丁目４番１３号
大字末武下３００番地４ 楠木町一丁目４番１３号
大字末武下３０１番地３ 桜町三丁目１６番８号
大字末武下３０１番地３ 桜町三丁目１６番８号
大字末武下３０２番地１ 楠木町一丁目６番３号
大字末武下３０２番地２ 楠木町一丁目６番１号
大字末武下３０２番地３ 楠木町一丁目６番１７号
大字末武下３０２番地４ 楠木町一丁目６番１６号
大字末武下３０２番地５ 楠木町一丁目６番１５号
大字末武下３０２番地６ 楠木町一丁目７番３２号
大字末武下３０２番地６ 楠木町一丁目７番３２号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下３０２番地７ 楠木町一丁目７番３４号
大字末武下３０２番地７ 楠木町一丁目７番３４号
大字末武下３０２番地８ 楠木町一丁目７番３５号
大字末武下３０２番地８ 楠木町一丁目７番３５号
大字末武下３０２番地９ 楠木町一丁目７番１号
大字末武下３０２番地１０ 楠木町一丁目６番５号
大字末武下３０２番地１１ 楠木町一丁目６番１０号
大字末武下３０２番地１２ 楠木町一丁目６番１４号
大字末武下３０２番地１３ 楠木町一丁目６番７号
大字末武下３０５番地２ 楠木町一丁目７番３号
大字末武下３０５番地２ 楠木町一丁目７番３号
大字末武下３０５番地３ 楠木町一丁目７番５号
大字末武下３０５番地４ 楠木町一丁目７番７号
大字末武下３０５番地４ 楠木町一丁目７番７号
大字末武下３０５番地５ 楠木町一丁目７番８号
大字末武下３０５番地５ 楠木町一丁目７番８号
大字末武下３０５番地６ 楠木町一丁目７番９号
大字末武下３０５番地７ 楠木町一丁目７番１０号
大字末武下３０５番地８ 楠木町一丁目７番１４号
大字末武下３０５番地９ 楠木町一丁目７番１６号
大字末武下３０５番地１１ 楠木町一丁目７番１１号
大字末武下３０５番地１１ 楠木町一丁目７番１１号
大字末武下３０５番地１２ 楠木町一丁目７番１５号
大字末武下３０５番地１４ 楠木町一丁目７番２１号
大字末武下３０５番地１４ 楠木町一丁目７番２１号
大字末武下３０５番地１４ 楠木町一丁目７番２１号
大字末武下３０６番地２ 楠木町一丁目７番３０号
大字末武下３０６番地２ 楠木町一丁目７番３０号
大字末武下３０７番地２ 楠木町一丁目４番３２号
大字末武下３０７番地２ 楠木町一丁目４番３２号
大字末武下３０７番地５ 楠木町一丁目３番１号
大字末武下３０７番地６ 楠木町一丁目３番２３号
大字末武下３０７番地６ 楠木町一丁目３番２３号
大字末武下３０７番地８ 楠木町一丁目４番３１号
大字末武下３０７番地１０ 楠木町一丁目３番２１号
大字末武下３０７番地１３ 楠木町一丁目４番３０号
大字末武下３０７番地１５ 楠木町一丁目３番３号
大字末武下３０７番地１６ 楠木町一丁目３番７号
大字末武下３０７番地２０ 楠木町一丁目３番８号
大字末武下３０７番地２１ 楠木町一丁目３番１０号
大字末武下３０７番地２４ 楠木町一丁目３番１２号
大字末武下３０７番地２５ 楠木町一丁目３番１１号
大字末武下３０７番地２７ 楠木町一丁目３番１７号
大字末武下３０７番地２８ 楠木町一丁目３番１６号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３３号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３３号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３３号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３３号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３３号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地１ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地３ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地３ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地３ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地３ 楠木町一丁目１番３４号
大字末武下３０８番地３ 楠木町一丁目１番３４号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下３０９番地７ 楠木町一丁目１番１号
大字末武下３０９番地７ 楠木町一丁目１番１号
大字末武下３０９番地８ 楠木町一丁目１番３号
大字末武下３０９番地８ 楠木町一丁目１番３号
大字末武下３０９番地１３ 楠木町一丁目１番３５号
大字末武下３０９番地１３ 楠木町一丁目１番３６号
大字末武下３０９番地１４ 楠木町一丁目１番５号
大字末武下３０９番地１６ 楠木町一丁目１番８号
大字末武下３０９番地１６ 楠木町一丁目１番８号
大字末武下３１２番地６ 楠木町一丁目１８番７号
大字末武下３１３番地 楠木町一丁目１８番２６号
大字末武下３１５番地３ 楠木町一丁目１６番１０号
大字末武下３１５番地７ 楠木町一丁目１６番１８号
大字末武下３１５番地８ 楠木町一丁目１６番１７号
大字末武下３１５番地９ 楠木町一丁目１６番１５号
大字末武下３１５番地１２ 楠木町一丁目１６番５号
大字末武下３１７番地 楠木町一丁目１８番２０号
大字末武下３１８番地８ 楠木町一丁目１７番１９号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２０号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２０号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２０号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２０号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２１号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２１号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２１号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２１号
大字末武下３１８番地１１ 楠木町一丁目１７番２１号
大字末武下３２１番地５ 楠木町一丁目１７番３号
大字末武下３２１番地７ 楠木町一丁目１７番２号
大字末武下３２２番地１ 楠木町一丁目１７番８号
大字末武下３２２番地１ 楠木町一丁目１７番９号
大字末武下３２２番地１ 楠木町一丁目１７番１２号
大字末武下３２３番地 楠木町一丁目１５番１号
大字末武下３２４番地５ 楠木町一丁目１５番５号
大字末武下３２６番地２ 楠木町一丁目１５番６号
大字末武下３２６番地２ 楠木町一丁目１５番７号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地１ 楠木町一丁目１５番１０号
大字末武下３２７番地５ 楠木町一丁目１５番８号
大字末武下３２８番地 楠木町一丁目１３番１号
大字末武下３２８番地 楠木町一丁目１３番１号
大字末武下３２８番地 楠木町一丁目１３番１号
大字末武下３２８番地２ 楠木町一丁目１３番３号
大字末武下３２８番地２ 楠木町一丁目１３番３号
大字末武下３２８番地２ 楠木町一丁目１３番３号
大字末武下３３０番地 楠木町一丁目１３番５号
大字末武下３３２番地 楠木町一丁目１３番６号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下３３３番地１ 楠木町一丁目１４番１号
大字末武下３３４番地 楠木町一丁目１４番６号
大字末武下３３４番地４ 楠木町一丁目１４番５号
大字末武下３３４番地４ 楠木町一丁目１４番５号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番１号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地１ 楠木町一丁目１２番２号
大字末武下３３５番地２ 楠木町一丁目１１番１１号
大字末武下３３５番地３ 楠木町一丁目１２番８号
大字末武下３３５番地３ 楠木町一丁目１２番８号
大字末武下３３５番地８ 楠木町一丁目１１番１号
大字末武下３３５番地８ 楠木町一丁目１１番１号
大字末武下３３５番地９ 楠木町一丁目１２番２７号
大字末武下３３５番地１０ 楠木町一丁目１２番２８号
大字末武下３３５番地１１ 楠木町一丁目１１番５号
大字末武下３３５番地１２ 楠木町一丁目１２番２４号
大字末武下３３５番地１２ 楠木町一丁目１２番２４号
大字末武下３３５番地１２ 楠木町一丁目１２番２５号
大字末武下３３５番地１３ 楠木町一丁目１２番７号
大字末武下３３５番地１８ 楠木町一丁目１１番２号
大字末武下３３７番地２ 楠木町一丁目１２番２２号
大字末武下３３７番地２ 楠木町一丁目１２番２２号
大字末武下３３７番地３ 楠木町一丁目１２番２３号
大字末武下３３７番地３ 楠木町一丁目１２番２３号
大字末武下３４０番地３ 楠木町一丁目１２番１７号
大字末武下３４０番地４ 楠木町一丁目１２番１５号
大字末武下３４０番地４ 楠木町一丁目１２番１５号
大字末武下３４０番地４ 楠木町一丁目１２番１６号
大字末武下３４０番地４ 楠木町一丁目１２番１６号
大字末武下３４０番地６ 楠木町一丁目１２番１９号
大字末武下３４１番地２ 楠木町一丁目８番２６号
大字末武下３４１番地２ 楠木町一丁目８番２６号
大字末武下３４１番地２ 楠木町一丁目８番２６号
大字末武下３４１番地３ 楠木町一丁目８番２５号
大字末武下３４１番地３ 楠木町一丁目８番２５号
大字末武下３４１番地４ 楠木町一丁目９番１７号
大字末武下３４１番地５ 楠木町一丁目９番１４号
大字末武下３４１番地６ 楠木町一丁目９番１２号
大字末武下３４１番地７ 楠木町一丁目９番１８号
大字末武下３４１番地８ 楠木町一丁目９番１０号
大字末武下３４２番地１ 楠木町一丁目９番１号
大字末武下３４２番地７ 楠木町一丁目９番１９号
大字末武下３４２番地１１ 楠木町一丁目９番２２号
大字末武下３４２番地１４ 楠木町一丁目９番２３号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下３４２番地１６ 楠木町一丁目９番２４号
大字末武下３４２番地２０ 楠木町一丁目９番２号
大字末武下３４２番地２０ 楠木町一丁目９番２号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４２番地２１ 楠木町一丁目９番２５号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６－３０１号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６－３０２号
大字末武下３４５番地１ 楠木町一丁目８番１６－３０３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１１ 楠木町一丁目８番２３号
大字末武下３４６番地１２ 楠木町一丁目８番３２号
大字末武下３４６番地１５ 楠木町一丁目８番３１番
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地１ 楠木町一丁目８番３６号
大字末武下３４７番地３ 楠木町一丁目５番２４号
大字末武下３４７番地４ 楠木町一丁目５番２１号
大字末武下３４７番地５ 楠木町一丁目８番３９号
大字末武下３４７番地５ 楠木町一丁目８番３９号
大字末武下３４７番地５ 楠木町一丁目８番３９号
大字末武下３４８番地 楠木町一丁目８番５号
大字末武下３４９番地５ 楠木町一丁目８番７号
大字末武下３４９番地６ 楠木町一丁目８番８号
大字末武下３４９番地６ 楠木町一丁目８番８号
大字末武下３４９番地９ 楠木町一丁目８番１３号
大字末武下３４９番地１０ 楠木町一丁目８番１０号
大字末武下３５０番地 楠木町一丁目５番１２号
大字末武下３５０番地 楠木町一丁目５番１２号
大字末武下３５０番地１ 楠木町一丁目８番６号
大字末武下３５０番地２ 楠木町一丁目５番２０号
大字末武下３５０番地８ 楠木町一丁目８番３号
大字末武下３５０番地１０ 楠木町一丁目８番２号
大字末武下３５０番地１０ 楠木町一丁目８番２号



東光寺地区旧住所

旧　住　所 新　住　所
大字末武下３５０番地１０ 楠木町一丁目８番２号
大字末武下３５０番地１０ 楠木町一丁目８番２号
大字末武下３５０番地１１ 楠木町一丁目８番１号
大字末武下３５０番地１１ 楠木町一丁目８番１号
大字末武下３５０番地１１ 楠木町一丁目８番１号
大字末武下３５０番地１２ 楠木町一丁目５番１９号
大字末武下３５０番地１３ 楠木町一丁目５番１８号
大字末武下３５０番地１４ 楠木町一丁目５番１７号
大字末武下３５０番地１５ 楠木町一丁目５番１５号
大字末武下３５０番地１６ 楠木町一丁目５番１４号
大字末武下３５０番地１７ 楠木町一丁目８番４３号
大字末武下３５０番地１７ 楠木町一丁目８番４３号
大字末武下３５０番地２０ 楠木町一丁目５番３０号
大字末武下３５０番地２１ 楠木町一丁目５番１３号
大字末武下３５０番地２７ 楠木町一丁目５番２９号
大字末武下３５７番地 楠木町一丁目１０番１号
大字末武下３５７番地１ 楠木町一丁目１０番１号
大字末武下３５７番地３ 楠木町一丁目１０番１６号
大字末武下３５７番地１６ 楠木町一丁目１０番２４号
大字末武下３５７番地１８ 楠木町一丁目１０番２３号
大字末武下３５７番地１９ 楠木町一丁目１０番８号
大字末武下３５７番地１９ 楠木町一丁目１０番８号
大字末武下３５７番地２０ 楠木町一丁目１０番６号
大字末武下３５８番地 楠木町一丁目１０番１６号
大字末武下１２９７番地 藤光町二丁目１４番５号


