
生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
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1382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1329番地
生野屋西三丁目1番13号 大字生野屋1330番地3
生野屋西三丁目1番15号 大字生野屋1331番地1
生野屋西三丁目1番20号 大字生野屋1323番地
生野屋西三丁目1番23号 大字生野屋1310番地3
生野屋西三丁目1番25号 大字生野屋1310番地5
生野屋西三丁目2番1号 大字生野屋1333番地22
生野屋西三丁目2番3号 大字生野屋1333番地23
生野屋西三丁目2番7号 大字生野屋1317番地17
生野屋西三丁目2番8号 大字生野屋1332番地6
生野屋西三丁目2番10号 大字生野屋1332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1
生野屋西三丁目2番16号 大字生野屋1320番地16
生野屋西三丁目2番17号 大字生野屋1320番地17
生野屋西三丁目2番18号 大字生野屋1320番地5
生野屋西三丁目2番27号 大字生野屋1332番地5
生野屋西三丁目2番29号 大字生野屋1334番地
生野屋西三丁目3番2号 大字生野屋1333番地20
生野屋西三丁目3番10号 大字生野屋1337番地6
生野屋西三丁目3番11号 大字生野屋1337番地5
生野屋西三丁目3番12号 大字生野屋1337番地4
生野屋西三丁目4番1号 大字生野屋1336番地14
生野屋西三丁目4番3号 大字生野屋1341番地92
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91
生野屋西三丁目4番7号 大字生野屋1341番地84
生野屋西三丁目4番10号 大字生野屋1336番地12
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
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1375番地1
生野屋西三丁目4番28号 大字生野屋1376番地
生野屋西三丁目4番29号 大字生野屋1374番地1
生野屋西三丁目4番35号 大字生野屋1404番地
生野屋西三丁目5番1号 大字生野屋1363番地9
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5
生野屋西三丁目5番21号 大字生野屋1371番地2
生野屋西三丁目5番22号 大字生野屋1371番地3
生野屋西三丁目5番24号 大字生野屋1371番地4
生野屋西三丁目5番26号 大字生野屋1372番地1
生野屋西三丁目5番27号 大字生野屋1372番地6
生野屋西三丁目5番28号 大字生野屋1372番地5
生野屋西三丁目5番30号 大字生野屋1372番地4
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3
生野屋西三丁目5番33号 大字生野屋1342番地8
生野屋西三丁目5番36号 大字生野屋1336番地15
生野屋西三丁目6番1号 大字生野屋1341番地68
生野屋西三丁目6番2号 大字生野屋451番地71
生野屋西三丁目6番5号 大字生野屋1341番地62
生野屋西三丁目6番7号 大字生野屋451番地66



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目6番8号 大字生野屋1341番地73
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74
生野屋西三丁目6番13号 大字生野屋1341番地43
生野屋西三丁目6番14号 大字生野屋1341番地94
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47
生野屋西三丁目6番17号 大字生野屋1341番地55
生野屋西三丁目6番21号 大字生野屋1341番地54
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53
生野屋西三丁目6番25号 大字生野屋1341番地52
生野屋西三丁目6番28号 大字生野屋1341番地51
生野屋西三丁目6番30号 大字生野屋1341番地50
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49
生野屋西三丁目6番32号 大字生野屋1341番地48
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46
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6番36号 大字生野屋1341番地75
生野屋西三丁目6番40号 大字生野屋1341番地95
生野屋西三丁目6番43号 大字生野屋1341番地71
生野屋西三丁目7番1号 大字生野屋451番地58
生野屋西三丁目7番2号 大字生野屋451番地59
生野屋西三丁目7番3号 大字生野屋1341番地37
生野屋西三丁目7番6号 大字生野屋1341番地39
生野屋西三丁目7番8号 大字生野屋1341番地40
生野屋西三丁目7番10号 大字生野屋1341番地41
生野屋西三丁目7番11号 大字生野屋1341番地42
生野屋西三丁目7番12号 大字生野屋1333番地7
生野屋西三丁目7番17号 大字生野屋1341番地36
生野屋西三丁目7番19号 大字生野屋1341番地35
生野屋西三丁目7番20号 大字生野屋1341番地34
生野屋西三丁目7番22号 大字生野屋1341番地33
生野屋西三丁目7番23号 大字生野屋1341番地32
生野屋西三丁目7番25号 大字生野屋1341番地31
生野屋西三丁目7番26号 大字生野屋451番地63
生野屋西三丁目7番27号 大字生野屋1341番地60
生野屋西三丁目7番29号 大字生野屋1341番地59
生野屋西三丁目8番1号 大字生野屋451番地40
生野屋西三丁目8番2号 大字生野屋1341番地8
生野屋西三丁目8番3号 大字生野屋1341番地9
生野屋西三丁目8番5号 大字生野屋1341番地10
生野屋西三丁目8番8号 大字生野屋1341番地12
生野屋西三丁目8番12号 大字生野屋1333番地4
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1336番地9
生野屋西三丁目8番18号 大字生野屋1333番地6
生野屋西三丁目8番20号 大字生野屋1341番地7
生野屋西三丁目8番21号 大字生野屋1341番地6
生野屋西三丁目8番25号 大字生野屋1341番地4
生野屋西三丁目8番26号 大字生野屋1341番地45
生野屋西三丁目8番28号 大字生野屋451番地44



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目8番28号 大字生野屋1341番地44
生野屋西三丁目9番1号 大字生野屋451番地35
生野屋西三丁目9番2号 大字生野屋451番地36
生野屋西三丁目9番5号 大字生野屋1341番地21
生野屋西三丁目9番7号 大字生野屋1341番地22
生野屋西三丁目9番8号 大字生野屋1341番地23
生野屋西三丁目9番10号 大字生野屋1341番地24
生野屋西三丁目9番11号 大字生野屋1341番地25
生野屋西三丁目9番17号 大字生野屋1341番地19
生野屋西三丁目9番19号 大字生野屋1341番地18
生野屋西三丁目9番20号 大字生野屋1341番地17
生野屋西三丁目9番21号 大字生野屋1341番地16
生野屋西三丁目9番23号 大字生野屋1341番地15
生野屋西三丁目9番27号 大字生野屋451番地38
生野屋西三丁目10番1号 大字生野屋451番地23
生野屋西三丁目10番2号 大字生野屋451番地24
生野屋西三丁目10番3号 大字生野屋451番地25
生野屋西三丁目10番5号 大字生野屋451番地26
生野屋西三丁目10番7号 大字生野屋451番地27
生野屋西三丁目10番10号 大字生野屋1317番地7
生野屋西三丁目10番11号 大字生野屋1317番地8
生野屋西三丁目10番16号 大字生野屋1317番地11
生野屋西三丁目10番17号 大字生野屋1317番地10
生野屋西三丁目10番18号 大字生野屋1341番地28
生野屋西三丁目10番21号 大字生野屋451番地33
生野屋西三丁目10番22号 大字生野屋451番地32
生野屋西三丁目10番24号 大字生野屋451番地31
生野屋西三丁目10番27号 大字生野屋451番地29
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458番地9
生野屋西三丁目11番2号 大字生野屋458番地8
生野屋西三丁目11番3号 大字生野屋458番地7
生野屋西三丁目11番5号 大字生野屋458番地6
生野屋西三丁目11番7号 大字生野屋458番地5
生野屋西三丁目11番8号 大字生野屋1230番地235
生野屋西三丁目11番15号 大字生野屋451番地22
生野屋西三丁目11番16号 大字生野屋451番地21
生野屋西三丁目11番18号 大字生野屋451番地20
生野屋西三丁目11番20号 大字生野屋451番地19
生野屋西三丁目11番21号 大字生野屋451番地18
生野屋西三丁目11番22号 大字生野屋451番地17
生野屋西三丁目11番26号 大字生野屋451番地16
生野屋西三丁目12番1号 大字生野屋1230番地48
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50
生野屋西三丁目12番3号 大字生野屋1230番地52
生野屋西三丁目12番5号 大字生野屋1230番地54
生野屋西三丁目12番7号 大字生野屋1230番地56
生野屋西三丁目12番8号 大字生野屋1230番地215
生野屋西三丁目12番10号 大字生野屋1230番地214
生野屋西三丁目12番15号 大字生野屋1230番地15
生野屋西三丁目12番16号 大字生野屋1230番地216
生野屋西三丁目12番18号 大字生野屋1230番地57
生野屋西三丁目12番20号 大字生野屋1230番地55
生野屋西三丁目12番21号 大字生野屋1230番地53
生野屋西三丁目12番23号 大字生野屋1230番地51



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目12番24号 大字生野屋1230番地49
生野屋西三丁目13番1号 大字生野屋1230番地14
生野屋西三丁目13番2号 大字生野屋1230番地204
生野屋西三丁目13番3号 大字生野屋1230番地206
生野屋西三丁目13番5号 大字生野屋1230番地46
生野屋西三丁目13番7号 大字生野屋1230番地209
生野屋西三丁目13番8号 大字生野屋1230番地211
生野屋西三丁目13番10号 大字生野屋1230番地47
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213
生野屋西三丁目13番16号 大字生野屋1230番地212
生野屋西三丁目13番18号 大字生野屋1230番地210
生野屋西三丁目13番20号 大字生野屋1230番地208
生野屋西三丁目13番21号 大字生野屋1230番地207
生野屋西三丁目13番23号 大字生野屋1230番地205
生野屋西三丁目13番24号 大字生野屋1230番地203
生野屋西三丁目14番1号 大字生野屋1230番地41
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195
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42
生野屋西三丁目14番5号 大字生野屋1230番地43
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44
生野屋西三丁目14番8号 大字生野屋1230番地200
生野屋西三丁目14番10号 大字生野屋1230番地45
生野屋西三丁目14番15号 大字生野屋1230番地202
生野屋西三丁目14番16号 大字生野屋1230番地201
生野屋西三丁目14番18号 大字生野屋1230番地199
生野屋西三丁目14番19号 大字生野屋1230番地198
生野屋西三丁目14番21号 大字生野屋1230番地197
生野屋西三丁目14番22号 大字生野屋1230番地196
生野屋西三丁目14番25号 大字生野屋1230番地13
生野屋西三丁目15番1号 大字生野屋1230番地62
生野屋西三丁目15番3号 大字生野屋1230番地61
生野屋西三丁目15番5号 大字生野屋1230番地21
生野屋西三丁目16番1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1016番地11
生野屋西三丁目16番3号 大字生野屋1230番地119
生野屋西三丁目16番5号 大字生野屋1111番地17
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1
生野屋西三丁目16番10号 大字生野屋1230番地117
生野屋西三丁目16番13号 大字生野屋1230番地12
生野屋西三丁目16番14号 大字生野屋462番地7
生野屋西三丁目16番15号 大字生野屋462番地11
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15
生野屋西三丁目16番20号 大字生野屋462番地16
生野屋西三丁目16番22号 大字生野屋462番地18
生野屋西三丁目16番24号 大字生野屋462番地20
生野屋西三丁目16番28号 大字生野屋462番地31
生野屋西三丁目16番33号 大字生野屋462番地24
生野屋西三丁目16番34号 大字生野屋462番地23



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目16番35号 大字生野屋462番地22
生野屋西三丁目16番36号 大字生野屋462番地21
生野屋西三丁目16番37号 大字生野屋462番地25
生野屋西三丁目16番38号 大字生野屋462番地26
生野屋西三丁目16番40号 大字生野屋462番地28
生野屋西三丁目16番43号 大字生野屋462番地30
生野屋西三丁目16番45号 大字生野屋462番地29
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156
生野屋西三丁目17番5号 大字生野屋1230番地155
生野屋西三丁目17番7号 大字生野屋1230番地154
生野屋西三丁目17番8号 大字生野屋1230番地153
生野屋西三丁目17番10号 大字生野屋1230番地7
生野屋西三丁目18番1号 大字生野屋1230番地158
生野屋西三丁目18番2号 大字生野屋3番地39
生野屋西三丁目18番3号 大字生野屋1230番地162
生野屋西三丁目18番5号 大字生野屋1230番地164
生野屋西三丁目18番7号 大字生野屋1230番地166
生野屋西三丁目18番8号 大字生野屋1230番地168
生野屋西三丁目18番10号 大字生野屋1230番地170
生野屋西三丁目18番14号 大字生野屋1230番地169
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167
生野屋西三丁目18番17号 大字生野屋1230番地165
生野屋西三丁目18番19号 大字生野屋1230番地163
生野屋西三丁目18番21号 大字生野屋1230番地161
生野屋西三丁目18番23号 大字生野屋1230番地159
生野屋西三丁目18番25号 大字生野屋1230番地8
生野屋西三丁目19番1号 大字生野屋1230番地39
生野屋西三丁目19番2号 大字生野屋1230番地172
生野屋西三丁目19番3号 大字生野屋1230番地174
生野屋西三丁目19番5号 大字生野屋1230番地176
生野屋西三丁目19番7号 大字生野屋1230番地40
生野屋西三丁目19番8号 大字生野屋1230番地179
生野屋西三丁目19番10号 大字生野屋1230番地181
生野屋西三丁目19番16号 大字生野屋1230番地180
生野屋西三丁目19番17号 大字生野屋1230番地178
生野屋西三丁目19番19号 大字生野屋1230番地177
生野屋西三丁目19番21号 大字生野屋1230番地175
生野屋西三丁目19番22号 大字生野屋1230番地173
生野屋西三丁目19番24号 大字生野屋1230番地171
生野屋西三丁目19番25号 大字生野屋1230番地9
生野屋西三丁目20番1号 大字生野屋1230番地182
生野屋西三丁目20番2号 大字生野屋1230番地184
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186
生野屋西三丁目20番6号 大字生野屋1230番地188
生野屋西三丁目20番7号 大字生野屋1230番地190
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192
生野屋西三丁目20番10号 大字生野屋1230番地194
生野屋西三丁目20番16号 大字生野屋1230番地193
生野屋西三丁目20番17号 大字生野屋1230番地191
生野屋西三丁目20番18号 大字生野屋1230番地189
生野屋西三丁目20番20号 大字生野屋1230番地187
生野屋西三丁目20番22号 大字生野屋1230番地185



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目20番23号 大字生野屋1230番地183
生野屋西三丁目20番25号 大字生野屋1230番地11
生野屋西三丁目21番1号 大字生野屋1230番地257
生野屋西三丁目21番2号 大字生野屋1230番地258
生野屋西三丁目21番3号 大字生野屋451番地49
生野屋西三丁目21番5号 大字生野屋1230番地17
生野屋西三丁目21番6号 大字生野屋1230番地237
生野屋西三丁目21番8号 大字生野屋1230番地238
生野屋西三丁目21番10号 大字生野屋451番地57
生野屋西三丁目21番14号 大字生野屋451番地56
生野屋西三丁目21番15号 大字生野屋451番地55
生野屋西三丁目21番17号 大字生野屋451番地54
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53
生野屋西三丁目21番21号 大字生野屋1230番地250
生野屋西三丁目22番1号 大字生野屋467番地27
生野屋西三丁目22番3号 大字生野屋467番地28
生野屋西三丁目22番5号 大字生野屋467番地5
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270
生野屋西三丁目22番10号 大字生野屋1230番地220
生野屋西三丁目22番11号 大字生野屋1230番地254
生野屋西三丁目22番15号 大字生野屋1230番地255
生野屋西三丁目22番18号 大字生野屋464番地16
生野屋西三丁目22番20号 大字生野屋464番地4
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482番地3
生野屋西三丁目22番26号 大字生野屋1341番地76
生野屋西三丁目22番28号 大字生野屋1341番地96
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10
生野屋西三丁目23番1号 大字生野屋1364番地29
生野屋西三丁目23番3号 大字生野屋1364番地22
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23
生野屋西三丁目23番7号 大字生野屋1364番地33
生野屋西三丁目23番8号 大字生野屋1364番地45
生野屋西三丁目23番10号 大字生野屋1364番地34
生野屋西三丁目23番12号 大字生野屋1364番地35
生野屋西三丁目23番14号 大字生野屋1364番地36
生野屋西三丁目23番15号 大字生野屋1364番地37
生野屋西三丁目23番16号 大字生野屋1364番地38
生野屋西三丁目23番17号 大字生野屋1364番地39
生野屋西三丁目24番6号 大字生野屋1366番地3
生野屋西三丁目24番7号 大字生野屋1366番地
生野屋西三丁目25番1号 大字生野屋1364番地13
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14
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15
生野屋西三丁目25番5号 大字生野屋1364番地16
生野屋西三丁目25番7号 大字生野屋1364番地20
生野屋西三丁目25番8号 大字生野屋1364番地19
生野屋西三丁目25番10号 大字生野屋1364番地18



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目25番11号 大字生野屋1364番地17
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7
生野屋西三丁目26番3号 大字生野屋1364番地8
生野屋西三丁目26番5号 大字生野屋1364番地9
生野屋西三丁目26番7号 大字生野屋1364番地12
生野屋西三丁目26番10号 大字生野屋1364番地11
生野屋西三丁目26番13号 大字生野屋1364番地10
生野屋西三丁目27番1号 大字生野屋1364番地2
生野屋西三丁目27番2号 大字生野屋1364番地3
生野屋西三丁目27番7号 大字生野屋1364番地6
生野屋西三丁目27番8号 大字生野屋1364番地5
生野屋西三丁目27番12号 大字生野屋1364番地4
生野屋西三丁目28番1号 大字生野屋1441番地31
生野屋西三丁目28番2号 大字生野屋1441番地36
生野屋西三丁目28番3号 大字生野屋1441番地26
生野屋西三丁目28番5号 大字生野屋1441番地25
生野屋西三丁目28番6号 大字生野屋1441番地24
生野屋西三丁目28番8号 大字生野屋1441番地23
生野屋西三丁目28番11号 大字生野屋1441番地27
生野屋西三丁目28番13号 大字生野屋1441番地28
生野屋西三丁目28番14号 大字生野屋1441番地29
生野屋西三丁目28番15号 大字生野屋1441番地30
生野屋西三丁目29番1号 大字生野屋1441番地15
生野屋西三丁目29番2号 大字生野屋1441番地14
生野屋西三丁目29番3号 大字生野屋1441番地13
生野屋西三丁目29番5号 大字生野屋1441番地12
生野屋西三丁目29番7号 大字生野屋1441番地11
生野屋西三丁目29番10号 大字生野屋1441番地16
生野屋西三丁目29番11号 大字生野屋1441番地17
生野屋西三丁目29番12号 大字生野屋1441番地18
生野屋西三丁目29番13号 大字生野屋1441番地19
生野屋西三丁目29番14号 大字生野屋1441番地20
生野屋西三丁目30番1号 大字生野屋1445番地2
生野屋西三丁目30番3号 大字生野屋1442番地6
生野屋西三丁目30番5号 大字生野屋1442番地5
生野屋西三丁目30番10号 大字生野屋1441番地22
生野屋西三丁目31番1号 大字生野屋1441番地5
生野屋西三丁目31番2号 大字生野屋1441番地4
生野屋西三丁目31番3号 大字生野屋1441番地3
生野屋西三丁目31番5号 大字生野屋469番地3
生野屋西三丁目31番6号 大字生野屋469番地2
生野屋西三丁目31番10号 大字生野屋1441番地6
生野屋西三丁目31番11号 大字生野屋1441番地7
生野屋西三丁目31番12号 大字生野屋1441番地8
生野屋西三丁目31番13号 大字生野屋1441番地9
生野屋西三丁目31番15号 大字生野屋1441番地10
生野屋西三丁目32番3号 大字生野屋467番地11
生野屋西三丁目32番5号 大字生野屋467番地10
生野屋西三丁目32番6号 大字生野屋468番地5
生野屋西三丁目32番8号 大字生野屋468番地6
生野屋西三丁目32番11号 大字生野屋468番地4
生野屋西三丁目32番13号 大字生野屋467番地8
生野屋西三丁目32番15号 大字生野屋467番地7
生野屋西三丁目33番1号 大字生野屋468番地7
生野屋西三丁目33番2号 大字生野屋466番地2



生野屋西三丁目 

新住所 旧住所
生野屋西三丁目33番3号 大字生野屋466番地3
生野屋西三丁目33番5号 大字生野屋466番地5
生野屋西三丁目33番6号 大字生野屋466番地4
生野屋西三丁目33番7号 大字生野屋466番地14
生野屋西三丁目33番8号 大字生野屋466番地10
生野屋西三丁目33番10号 大字生野屋466番地11
生野屋西三丁目33番11号 大字生野屋466番地15
生野屋西三丁目33番12号 大字生野屋466番地16
生野屋西三丁目33番14号 大字生野屋464番地12
生野屋西三丁目33番15号 大字生野屋464番地11
生野屋西三丁目33番19号 大字生野屋467番地14
生野屋西三丁目33番20号 大字生野屋467番地16
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22
生野屋西三丁目33番23号 大字生野屋467番地13
生野屋西三丁目33番27号 大字生野屋467番地20
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23
生野屋西三丁目33番29号 大字生野屋467番地19


