
末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武上１５３９番地２                美里町一丁目１番３０号   
大字末武上１５４６番地                  美里町一丁目１番５号 
大字末武上１５４６番地１                美里町一丁目１番５号    
大字末武上１５４８番地２                美里町一丁目１番１０号 
大字末武上１５４８番地２                美里町一丁目１番１１号 
大字末武上１５４８番地８                美里町一丁目１番６号                    
大字末武上１５４８番地９                美里町一丁目１番７号                    
大字末武上１５４８番地１０              美里町一丁目１番８号                    
大字末武上１５４９番地１                美里町一丁目１番２８号                  
大字末武上１５４９番地１                美里町一丁目１番２８号                  
大字末武上１５４９番地１                美里町一丁目１番２８号                  
大字末武上１５４９番地１                美里町一丁目１番２８号                  
大字末武上１５４９番地２                美里町一丁目１番２６号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５４９番地４                美里町一丁目１番２５号                  
大字末武上１５５０番地２                美里町一丁目１番２３号                  
大字末武上１５５１番地１                美里町一丁目１番１６号                  
大字末武上１５５１番地３                美里町一丁目１番１５号                  
大字末武上１５５２番地１                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５２番地１                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５２番地２                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５２番地２                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５２番地２                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５３番地２                美里町一丁目４番２３号                  
大字末武上１５５３番地３                美里町一丁目４番２５号                  
大字末武上１５５４番地３                美里町一丁目４番２０号                  
大字末武上１５５４番地３                美里町一丁目４番２０号                  
大字末武上１５５５番地２                美里町一丁目４番１号                    
大字末武上１５５５番地２                美里町一丁目４番１４号                  
大字末武上１５５８番地５                美里町一丁目５番２３号                  
大字末武上１５５８番地５                美里町一丁目５番２２号                  
大字末武上１５５９番地３                美里町一丁目５番１０号                  
大字末武上１５５９番地３                美里町一丁目５番１０号                  
大字末武上１５６１番地５                美里町一丁目５番８号                    
大字末武上１５６１番地６                美里町一丁目５番１１号                  
大字末武上１５６１番地６                美里町一丁目５番１１号                  
大字末武上１５６１番地８                美里町一丁目５番１６号                  
大字末武上１５６２番地                  美里町一丁目５番５号                    
大字末武上１５６２番地                  美里町一丁目５番５号                    
大字末武上１５６２番地２                美里町一丁目５番５号                    
大字末武上１５６２番地２                美里町一丁目５番５号                    
大字末武上１５６３番地２                美里町一丁目５番１号                    
大字末武上１５６５番地                  美里町一丁目８番１号                    
大字末武上１５７５番地                  美里町一丁目７番１７号                  
大字末武上１５７５番地１                美里町一丁目７番１２号                  
大字末武上１５７５番地１                美里町一丁目７番１５号                  
大字末武上１５７５番地８                美里町一丁目７番１７号                  
大字末武上１５７６番地１                美里町一丁目７番１９号                  
大字末武上１５７６番地４                美里町一丁目７番２０号                  
大字末武上１５７７番地１                美里町一丁目７番７号                    
大字末武上１５７７番地５                美里町一丁目７番２２号                  
大字末武上１５７８番地１                美里町二丁目１０番８号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武上１５７８番地１                美里町二丁目１０番８号                  
大字末武上１５７８番地５                美里町二丁目１０番１号                  
大字末武上１５７８番地５                美里町二丁目１０番１号                  
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２号                  
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－２０３号          
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－３０１号          
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－３０２号          
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－３０３号          
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－２０２号          
大字末武上１５７８番地６                美里町二丁目１０番２－２０１号          
大字末武上１５７８番地８                美里町二丁目１０番３号                  
大字末武上１５７８番地９                美里町二丁目１０番５号                  
大字末武上１５７８番地９                美里町二丁目１０番５号                  
大字末武上１５７８番地１０              美里町二丁目１０番７号                  
大字末武上１５８０番地                  美里町二丁目９番１２号                  
大字末武上１５８１番地５                美里町一丁目７番５号                    
大字末武上１５８１番地８                美里町一丁目７番２号                    
大字末武上１５８１番地９                美里町一丁目７番３号                    
大字末武上１５８２番地３                美里町一丁目７番１号                    
大字末武上１５８３番地３                美里町一丁目６番１２号                  
大字末武上１５８４番地２                美里町二丁目９番７号                    
大字末武上１５８４番地３                美里町二丁目９番８号                    
大字末武上１５８４番地４                美里町二丁目９番１０号                  
大字末武上１５８４番地４                美里町二丁目９番１０号                  
大字末武上１５８４番地１２              美里町二丁目９番２６号                  
大字末武上１５８５番地                  美里町二丁目９番２９号                  
大字末武上１５８５番地２                美里町二丁目９番５号                    
大字末武上１５８５番地２                美里町二丁目９番５号                    
大字末武上１５８５番地３                美里町二丁目９番３号                    
大字末武上１５８５番地５                美里町二丁目９番２９号                  
大字末武上１５８７番地４                美里町一丁目６番１号                    
大字末武上１５８８番地                  美里町一丁目４番１７号                  
大字末武上１５８９番地１                美里町一丁目４番１８号                  
大字末武上１５９０番地１                美里町一丁目３番１４号                  
大字末武上１５９０番地４                美里町一丁目３番７号                    
大字末武上１５９０番地４                美里町一丁目３番７号                    
大字末武上１５９０番地５                美里町一丁目３番８号                    
大字末武上１５９１番地２                美里町二丁目１番１４号                  
大字末武上１５９２番地１                美里町二丁目１番８号                    
大字末武上１５９２番地４                美里町二丁目１番１０号                  
大字末武上１５９２番地４                美里町二丁目１番１０号                  
大字末武上１５９３番地１                美里町一丁目３番２２号                  
大字末武上１５９３番地８                美里町一丁目３番１６号                  
大字末武上１５９３番地１０              美里町一丁目３番１９号                  
大字末武上１５９３番地１１              美里町一丁目３番２０号                  
大字末武上１５９３番地１４              美里町二丁目１番１２号                  
大字末武上１５９３番地１７              美里町一丁目３番２１号                  
大字末武上１５９４番地２                美里町一丁目３番２号                    
大字末武上１５９４番地３                美里町一丁目３番１号                    
大字末武上１５９５番地１                美里町一丁目４番２６号                  
大字末武上１５９７番地１                美里町一丁目２番１６号                  
大字末武上１５９７番地１                美里町一丁目２番１６号                  
大字末武上１５９８番地                  美里町一丁目２番６号                    
大字末武上１５９９番地３                美里町一丁目２番１８号                  
大字末武上１５９９番地３                美里町一丁目２番１８号                  
大字末武上１５９９番地３                美里町一丁目２番１８号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武上１５９９番地第１              美里町二丁目１番５号                    
大字末武上１５９９番地第１              美里町二丁目１番６号                    
大字末武上１６００番地１                美里町一丁目２番１９号                  
大字末武上１６００番地１                美里町一丁目２番１９号                  
大字末武上１６００番地１４              美里町一丁目２番３号                    
大字末武上１６００番地第１              美里町二丁目１番３号                    
大字末武上１６０１番地１                美里町二丁目１番１号                    
大字末武上１６０１番地３                美里町一丁目２番１号                    
大字末武上１６０１番地５                美里町一丁目２番２２号                  
大字末武上１６６０番地６                美里町二丁目２番５号                    
大字末武上１６６０番地７                美里町二丁目２番３号                    
大字末武上１６６０番地８                美里町二丁目２番２号                    
大字末武上１６６１番地８                美里町二丁目２番１号                    
大字末武上１６６１番地８                美里町二丁目２番１号                    
大字末武上１６６３番地１                美里町二丁目８番１７号                  
大字末武上１６６３番地６                美里町二丁目８番１号                    
大字末武上１６６３番地１０              美里町二丁目８番２０号                  
大字末武上１６６４番地１                美里町二丁目８番１２号                  
大字末武上１６６４番地１                美里町二丁目８番１２号                  
大字末武上１６６４番地１                美里町二丁目８番１２号                  
大字末武上１６６４番地９                美里町二丁目８番３号                    
大字末武上１６６４番地１０              美里町二丁目８番５号                    
大字末武上１６６４番地１１              美里町二丁目８番６号                    
大字末武上１６６６番地                  美里町二丁目９番２４号                  
大字末武上１６６７番地３                美里町二丁目９番２３号                  
大字末武上１６６８番地３                美里町二丁目１０番１５号                
大字末武上１６６９番地１                美里町二丁目１０番１２号                
大字末武上１６６９番地４                美里町二丁目１０番１７号                
大字末武上１６６９番地５                美里町二丁目１０番１６号                
大字末武上１６６９番地６                美里町二丁目１０番１１号                
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７０番地１                美里町二丁目７番２号                    
大字末武上１６７３番地２                美里町二丁目５番２６号                  
大字末武上１６７５番地５                美里町二丁目５番１７号                  
大字末武上１６７５番地６                美里町二丁目５番１６号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７５番地８                美里町二丁目５番１５号                  
大字末武上１６７６番地１                美里町二丁目７番１号                    
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８１番地１                美里町二丁目６番１６号                  
大字末武上１６８２番地３                美里町二丁目６番２１号                  
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１号                    
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１号                    
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１－３０１号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１－３０２号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１－２０２号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１－２０２号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１０－３０２号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１０－２０１号            
大字末武上１６８３番地１                望町一丁目９番１１－２０１号            
大字末武上１６８３番地５                望町一丁目９番１０号                    
大字末武上１６８３番地５                望町一丁目９番１０－２０２号            
大字末武上１６８３番地５                望町一丁目９番１０－２０３号            
大字末武上１６８３番地５                望町一丁目９番１０－３０１号            
大字末武上１６８７番地１                望町一丁目９番３号                      
大字末武上１６８７番地５                望町一丁目９番２４号                    
大字末武上１６８８番地１                望町一丁目８番１０号                    
大字末武上１６９０番地３                望町一丁目８番８号                      
大字末武上１６９１番地１                望町一丁目８番７号                      
大字末武上１６９１番地１                望町一丁目８番７号                      
大字末武上１６９１番地１                望町一丁目８番７号                      
大字末武上１６９３番地４                美里町二丁目５番１０号                  
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５号                    
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５号                    
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５－３０１号            
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５－３０２号            
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５－２０１号            
大字末武上１６９３番地５                美里町二丁目５番５－２０２号            
大字末武上１６９５番地１                美里町二丁目４番１３号                  
大字末武上１６９５番地４                美里町二丁目４番１２号                  
大字末武上１６９５番地４                美里町二丁目４番１２号                  
大字末武上１６９５番地５                美里町二丁目４番１０号                  
大字末武上１６９６番地１                美里町二丁目４番５号                    
大字末武上１６９６番地５                美里町二丁目４番１号                    
大字末武上１６９６番地６                美里町二丁目４番３号                    
大字末武上１６９６番地６                美里町二丁目４番３号                    
大字末武上１６９６番地７                美里町二丁目４番７号                    
大字末武上１６９６番地７                美里町二丁目４番７号                    
大字末武上１６９７番地                  望町一丁目１番１８号                    
大字末武上１６９８番地１                望町一丁目１番８号                      
大字末武上１６９９番地１                美里町二丁目４番２１号                  
大字末武上１７００番地                  美里町二丁目４番２３号                  
大字末武上１７０２番地１                美里町二丁目４番３０号                  
大字末武上１７０２番地３                望町一丁目１番２７号                    
大字末武上１７０２番地６                望町一丁目１番１号                      
大字末武中３５番地１                    望町一丁目２番３２号                    
大字末武中３５番地１                    望町一丁目２番３２号                    
大字末武中３５番地３                    望町一丁目２番１号                      
大字末武中３７番地２                    望町一丁目２番１８号                    
大字末武中３８番地１                    瑞穂町三丁目１５番２０号                
大字末武中３９番地１                    望町一丁目２番１３号                    
大字末武中３９番地４                    望町一丁目２番８号                      



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中３９番地５                    望町一丁目２番７号                      
大字末武中３９番地５                    望町一丁目２番７号                      
大字末武中３９番地６                    望町一丁目２番５号                      
大字末武中４１番地８                    望町一丁目７番２号                      
大字末武中４１番地１０                  望町一丁目７番７号                      
大字末武中４１番地１１                  望町一丁目７番６号                      
大字末武中４１番地１２                  望町一丁目７番１０号                    
大字末武中４１番地１３                  望町一丁目７番１１号                    
大字末武中４１番地１４                  望町一丁目７番１２号                    
大字末武中４１番地１７                  望町一丁目５番２号                      
大字末武中４１番地１８                  望町一丁目７番１号                      
大字末武中４１番地１８                  望町一丁目７番１号                      
大字末武中４３番地３                    望町一丁目７番２１号                    
大字末武中４３番地４                    望町一丁目７番２２号                    
大字末武中４４番地２                    望町一丁目１０番１号                    
大字末武中４８番地１                    望町一丁目１１番５号                    
大字末武中４８番地１                    望町一丁目１１番５号                    
大字末武中４８番地４                    望町一丁目１１番１号                    
大字末武中４８番地６                    望町一丁目１１番１４号                  
大字末武中４８番地８                    望町一丁目１０番８号                    
大字末武中４８番地１２                  望町一丁目１１番１６号                  
大字末武中４８番地１３                  望町一丁目１１番１５号                  
大字末武中４８番地１３                  望町一丁目１１番１５号                  
大字末武中４８番地１４                  望町一丁目１１番１０号                  
大字末武中４８番地１５                  望町一丁目１１番８号                    
大字末武中４８番地２６                  望町一丁目１０番１２号                  
大字末武中４８番地２６                  望町一丁目１０番１２号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４８番地２７                  望町一丁目１０番１５号                  
大字末武中４９番地１                    望町一丁目１３番５号                    
大字末武中４９番地１                    望町一丁目１３番５号                    
大字末武中４９番地３                    望町一丁目１３番３５号                  
大字末武中４９番地８                    望町一丁目１３番２７号                  
大字末武中４９番地９                    望町一丁目１３番９号                    
大字末武中４９番地１０                  望町一丁目１３番１０号                  
大字末武中４９番地１１                  望町一丁目１３番１１号                  
大字末武中４９番地１１                  望町一丁目１３番１１号                  
大字末武中４９番地１２                  望町一丁目１３番１２号                  
大字末武中４９番地１２                  望町一丁目１３番１２号                  
大字末武中４９番地１３                  望町一丁目１３番１３号                  
大字末武中４９番地１４                  望町一丁目１３番８号                    
大字末武中４９番地１５                  望町一丁目１３番１８号                  
大字末武中４９番地１６                  望町一丁目１３番１６号                  
大字末武中４９番地１７                  望町一丁目１３番１５号                  
大字末武中４９番地１９                  望町一丁目１３番２２号                  
大字末武中４９番地１９                  望町一丁目１３番２２号                  
大字末武中４９番地３０                  望町一丁目１３番３２号                  
大字末武中４９番地３１                  望町一丁目１３番３１号                  
大字末武中４９番地３１                  望町一丁目１３番３１号                  
大字末武中４９番地３９                  望町一丁目１３番２９号                  
大字末武中５０番地                      望町一丁目１３番３０号                  
大字末武中５０番地１                    望町一丁目１３番３０号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中５１番地                      望町一丁目１４番２号                    
大字末武中５１番地５                    望町一丁目１４番１号                    
大字末武中５１番地８                    望町一丁目１４番２５号                  
大字末武中５１番地９                    望町一丁目１４番２６号                  
大字末武中５１番地１０                  望町一丁目１４番２７号                  
大字末武中５２番地                      望町一丁目１２番２０号                  
大字末武中５２番地３                    望町一丁目１２番１９号                  
大字末武中５２番地３                    望町一丁目１２番１９号                  
大字末武中５２番地４                    望町一丁目１２番１６号                  
大字末武中５２番地６                    望町一丁目１２番１５号                  
大字末武中５３番地５                    望町一丁目１２番１０号                  
大字末武中５４番地３                    望町一丁目４番６号                      
大字末武中５４番地４                    望町一丁目４番５号                      
大字末武中５４番地５                    望町一丁目４番３号                      
大字末武中５４番地６                    望町一丁目４番１号                      
大字末武中５４番地７                    望町一丁目１２番３４号                  
大字末武中５４番地８                    望町一丁目１２番３２号                  
大字末武中５４番地９                    望町一丁目１２番３１号                  
大字末武中５４番地９                    望町一丁目１２番３１号                  
大字末武中５４番地１０                  望町一丁目１４番２２号                  
大字末武中５５番地１                    望町一丁目１４番９号                    
大字末武中５５番地１                    望町一丁目１４番１０号                  
大字末武中５５番地１                    望町一丁目１４番１１号                  
大字末武中５５番地１                    望町一丁目１４番１２号                  
大字末武中５５番地１                    望町一丁目１４番１３号                  
大字末武中５５番地２                    望町一丁目１４番１５号                  
大字末武中５５番地３                    望町一丁目１４番１４号                  
大字末武中５５番地５                    望町一丁目１４番６号                    
大字末武中５５番地８                    望町一丁目１４番８号                    
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－１０３号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－２０２号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－３０５号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－２０１号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－３０３号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－３０１号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－１０１号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－１０２号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－２０３号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－１０５号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－２０５号              
大字末武中５６番地１                    望町一丁目４番８－３０２号              
大字末武中５７番地１                    望町一丁目４番１４号                    
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－１０３号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－３０２号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－３０５号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－２０５号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－２０２号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－２０５号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－１０５号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－２０１号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－３０１号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－１０２号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－３０３号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－１０１号            
大字末武中５７番地２                    望町一丁目４番１０－２０３号            
大字末武中６０番地１                    望町一丁目４番１８号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中６１番地１                    望町一丁目３番２３号                    
大字末武中６１番地１                    望町一丁目３番２３号                    
大字末武中６１番地１                    望町一丁目３番２３号                    
大字末武中６２番地７                    望町一丁目３番１６号                    
大字末武中６２番地７                    望町一丁目３番１６号                    
大字末武中６２番地８                    望町一丁目３番１７号                    
大字末武中６２番地１０                  望町一丁目３番１４号                    
大字末武中６４番地３                    望町一丁目３番１号                      
大字末武中６４番地３                    望町一丁目３番３２号                    
大字末武中６４番地３                    望町一丁目３番２号                      
大字末武中６４番地３                    望町一丁目３番１号                      
大字末武中６４番地３                    望町一丁目３番１号                      
大字末武中１１６番地                    清瀬町一丁目２番３号                    
大字末武中１１７番地５                  清瀬町一丁目１番３０号                  
大字末武中１１８番地７                  清瀬町一丁目１番２８号                  
大字末武中１１８番地７                  清瀬町一丁目１番２８号                  
大字末武中１１９番地２                  清瀬町一丁目１番３号                    
大字末武中１１９番地４                  清瀬町一丁目１番８号                    
大字末武中１２１番地１                  清瀬町一丁目１番１０号                  
大字末武中１２２番地２                  清瀬町一丁目３番６号                    
大字末武中１２２番地９                  清瀬町一丁目３番７号                    
大字末武中１２２番地１１                清瀬町一丁目３番１号                    
大字末武中１２６番地１                  望町一丁目１５番１７号                  
大字末武中１２６番地２                  清瀬町一丁目３番１０号                  
大字末武中１２６番地８                  望町一丁目１５番１１号                  
大字末武中１２７番地２                  望町一丁目１６番１号                    
大字末武中１２７番地３                  望町一丁目１６番３号                    
大字末武中１２８番地２                  清瀬町一丁目３番１３号                  
大字末武中１３２番地１７                望町一丁目１６番７号                    
大字末武中１３２番地１８                望町一丁目１６番１９号                  
大字末武中１３２番地１９                望町一丁目１６番１７号                  
大字末武中１３５番地１                  望町一丁目１６番１２号                  
大字末武中１３６番地１                  望町三丁目２番１号                      
大字末武中１３７番地                    望町三丁目２番３５号                    
大字末武中１３７番地                    望町三丁目２番３６号                    
大字末武中１３７番地９                  望町三丁目２番５号                      
大字末武中１３７番地１６                望町三丁目２番３７号                    
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－２０１号            
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－３０１号            
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－３０２号            
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－２０２号            
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－３０３号            
大字末武中１３７番地１８                望町三丁目２番３９－２０３号            
大字末武中１３７番地１９                望町三丁目２番２４号                    
大字末武中１３７番地１９                望町三丁目２番２４号                    
大字末武中１３７番地２０                望町三丁目２番２５号                    
大字末武中１３７番地２１                望町三丁目２番２６号                    
大字末武中１３７番地２２                望町三丁目２番２３号                    
大字末武中１３７番地２３                望町三丁目２番２２号                    
大字末武中１３７番地２５                望町三丁目２番２１号                    
大字末武中１３７番地２６                望町三丁目２番２８号                    
大字末武中１３７番地２７                望町三丁目２番２９号                    
大字末武中１３７番地３３                望町三丁目２番３０号                    
大字末武中１３７番地３４                望町三丁目２番３１号                    
大字末武中１３８番地                    望町三丁目３番２５号                    
大字末武中１３９番地４                  望町三丁目３番１９号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中１３９番地９                  望町三丁目７番５１号                    
大字末武中１３９番地１５                望町三丁目３番１５号                    
大字末武中１３９番地１７                望町三丁目７番２６号                    
大字末武中１３９番地１７                望町三丁目７番２６号                    
大字末武中１３９番地１９                望町三丁目７番３２号                    
大字末武中１３９番地２０                望町三丁目７番３４号                    
大字末武中１３９番地２１                望町三丁目７番３５号                    
大字末武中１３９番地２１                望町三丁目７番３５号                    
大字末武中１３９番地２２                望町三丁目７番３６号                    
大字末武中１３９番地２５                望町三丁目７番３１号                    
大字末武中１３９番地２５                望町三丁目７番３１号                    
大字末武中１３９番地２６                望町三丁目７番３３号                    
大字末武中１３９番地２７                望町三丁目７番１号                      
大字末武中１３９番地２７                望町三丁目７番１号                      
大字末武中１３９番地２９                望町三丁目７番７号                      
大字末武中１３９番地２９                望町三丁目７番７号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３０                望町三丁目７番６号                      
大字末武中１３９番地３３                望町三丁目７番５号                      
大字末武中１３９番地３９                望町三丁目３番６号                      
大字末武中１３９番地４０                望町三丁目３番５号                      
大字末武中１３９番地４１                望町三丁目３番３号                      
大字末武中１３９番地４２                望町三丁目３番１号                      
大字末武中１３９番地４４                望町三丁目３番１２号                    
大字末武中１３９番地４５                望町三丁目３番１１号                    
大字末武中１３９番地４６                望町三丁目３番１０号                    
大字末武中１３９番地４７                望町三丁目３番９号                      
大字末武中１３９番地４８                望町三丁目７番５２号                    
大字末武中１３９番地４９                望町三丁目７番４８号                    
大字末武中１３９番地５２                望町三丁目７番５０号                    
大字末武中１３９番地６０                望町三丁目３番１６号                    
大字末武中１３９番地６２                望町三丁目７番４６号                    
大字末武中１３９番地６３                望町三丁目７番４３号                    
大字末武中１３９番地６７                望町三丁目７番３０号                    
大字末武中１３９番地６８                望町三丁目７番２９号                    
大字末武中１４２番地                    望町四丁目３番１号                      
大字末武中１４３番地３                  望町四丁目１番１号                      
大字末武中１４３番地４                  望町四丁目１番２号                      
大字末武中１４６番地３                  望町四丁目１番５号                      
大字末武中１４６番地４                  望町四丁目２番１号                      
大字末武中１４６番地８                  清瀬町二丁目１番７号                    
大字末武中１４６番地８                  清瀬町二丁目１番７号                    
大字末武中１４６番地１１                清瀬町二丁目１番１号                    
大字末武中１４６番地２７                清瀬町二丁目１番３０号                  
大字末武中１４６番地２８                清瀬町二丁目１番１２号                  
大字末武中１４９番地１                  望町四丁目１番１１号                    
大字末武中１５０番地１                  清瀬町一丁目４番１０号                  
大字末武中１５１番地                    清瀬町一丁目４番８号                    
大字末武中１５１番地                    清瀬町一丁目４番８号                    
大字末武中１５２番地１５                清瀬町一丁目５番１号                    
大字末武中１５２番地１５                清瀬町一丁目５番１号                    
大字末武中１５２番地１６                清瀬町一丁目５番４０号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中１５２番地１７                清瀬町一丁目５番１７号                  
大字末武中１５３番地                    清瀬町一丁目５番３５号                  
大字末武中１５４番地                    清瀬町一丁目６番１８号                  
大字末武中１５４番地１                  清瀬町一丁目６番２７号                  
大字末武中１５４番地６                  清瀬町一丁目６番１５号                  
大字末武中１５４番地１１                清瀬町一丁目６番２２号                  
大字末武中１５６番地２                  清瀬町一丁目６番１号                    
大字末武中１５６番地２                  清瀬町一丁目６番５号                    
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中１５９番地３                  清瀬町一丁目６番３０号                  
大字末武中２００番地                    清瀬町四丁目１番３号                    
大字末武中２０１番地３                  清瀬町一丁目７番２３号                  
大字末武中２０１番地３                  清瀬町一丁目７番２０号                  
大字末武中２０１番地３                  清瀬町一丁目７番２２号                  
大字末武中２０１番地３                  清瀬町一丁目７番２１号                  
大字末武中２０２番地                    清瀬町一丁目７番１５号                  
大字末武中２０２番地２                  清瀬町一丁目７番１９号                  
大字末武中２０９番地１                  清瀬町一丁目７番１０号                  
大字末武中２１０番地３                  清瀬町一丁目７番１２号                  
大字末武中２１１番地１                  清瀬町一丁目８番３０号                  
大字末武中２１１番地２                  清瀬町一丁目８番１号                    
大字末武中２１２番地８                  清瀬町一丁目８番３号                    
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１１号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１０号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１０号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１１号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１０号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１１号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１０号                  
大字末武中２１２番地１０                清瀬町一丁目８番１１号                  
大字末武中２１４番地                    清瀬町一丁目１１番８号                  
大字末武中２１４番地                    清瀬町一丁目１１番８号                  
大字末武中２１８番地                    清瀬町一丁目１１番３０号                
大字末武中２１８番地                    清瀬町一丁目１１番３０号                
大字末武中２２３番地                    清瀬町一丁目１０番２４号                
大字末武中２２５番地                    清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地                    清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地                    清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地３                  清瀬町一丁目９番５号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２５番地５                  清瀬町一丁目９番１号                    
大字末武中２２９番地                    清瀬町一丁目１０番８号                  
大字末武中２３０番地３                  清瀬町一丁目１０番１８号                
大字末武中２３２番地７                  清瀬町一丁目９番１４号                  
大字末武中２３２番地８                  清瀬町一丁目９番１２号                  
大字末武中２３３番地４                  清瀬町二丁目３番３２号                  
大字末武中２３３番地５                  清瀬町二丁目３番３０号                  
大字末武中２３３番地５                  清瀬町二丁目３番３０号                  
大字末武中２３３番地６                  清瀬町二丁目３番２５号                  
大字末武中２３４番地１                  清瀬町二丁目３番２０号                  
大字末武中２３５番地１                  清瀬町二丁目４番１９号                  
大字末武中２４１番地２                  清瀬町二丁目３番３６号                  
大字末武中２４１番地６                  清瀬町二丁目２番１号                    
大字末武中２４２番地２                  望町四丁目５番８号                      
大字末武中２４２番地２                  望町四丁目５番８号                      
大字末武中２４３番地１                  望町四丁目５番５号                      
大字末武中２４４番地３                  望町四丁目５番１号                      
大字末武中２４５番地１                  清瀬町二丁目２番５号                    
大字末武中２４６番地２                  清瀬町二丁目２番１５号                  
大字末武中２４６番地４                  清瀬町二丁目２番２３号                  
大字末武中２４８番地１                  清瀬町二丁目７番２８号                  
大字末武中２４８番地８                  清瀬町三丁目６番１８号                  
大字末武中２４８番地８                  清瀬町三丁目６番１８号                  
大字末武中２４８番地１３                清瀬町二丁目７番２６号                  
大字末武中２４８番地１７                清瀬町二丁目７番１８号                  
大字末武中２４８番地１７                清瀬町二丁目７番１８号                  
大字末武中２４８番地１９                清瀬町二丁目７番２３号                  
大字末武中２４８番地１９                清瀬町二丁目７番２３号                  
大字末武中２４８番地２０                清瀬町二丁目７番２２号                  
大字末武中２４８番地２２                清瀬町二丁目７番１７号                  
大字末武中２５１番地２                  清瀬町二丁目７番３３号                  
大字末武中２５１番地５                  清瀬町二丁目７番３６号                  
大字末武中２５３番地１                  清瀬町二丁目６番１号                    
大字末武中２５３番地１                  清瀬町二丁目６番１号                    
大字末武中２５５番地７                  清瀬町二丁目５番１７号                  
大字末武中２５５番地７                  清瀬町二丁目５番１７号                  
大字末武中２５５番地１１                清瀬町二丁目５番１５号                  
大字末武中２５５番地１１                清瀬町二丁目５番１５号                  
大字末武中２５５番地１１                清瀬町二丁目５番１５号                  
大字末武中２５５番地１１                清瀬町二丁目５番１５号                  
大字末武中２５６番地５                  清瀬町二丁目５番８号                    
大字末武中２５７番地４                  清瀬町二丁目５番１号                    
大字末武中２５７番地４                  清瀬町二丁目５番１号                    
大字末武中２５７番地４                  清瀬町二丁目５番２号                    
大字末武中２５７番地４                  清瀬町二丁目５番１号                    
大字末武中２５７番地４                  清瀬町二丁目５番１号                    
大字末武中２５７番地１０                清瀬町二丁目５番１１号                  
大字末武中２５７番地１１                清瀬町二丁目５番１０号                  
大字末武中２５８番地                    清瀬町一丁目１３番１９号                
大字末武中２６０番地                    清瀬町一丁目１３番２５号                
大字末武中２６３番地４                  清瀬町一丁目１３番１７号                
大字末武中２６４番地                    清瀬町一丁目１３番１３号                
大字末武中２６４番地１                  清瀬町一丁目１３番１３号                
大字末武中２６４番地１                  清瀬町一丁目１３番１３号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中２６４番地５                  清瀬町一丁目１３番３号                  
大字末武中２６６番地                    清瀬町一丁目１３番１号                  
大字末武中２６６番地                    清瀬町二丁目５番１３号                  
大字末武中２６７番地２                  清瀬町一丁目１３番２０号                
大字末武中２６７番地２                  清瀬町一丁目１３番２０号                
大字末武中２６７番地２                  清瀬町一丁目１３番２０号                
大字末武中２６７番地２                  清瀬町一丁目１３番２０号                
大字末武中２６７番地５                  清瀬町一丁目１３番２９号                
大字末武中２６７番地５                  清瀬町一丁目１３番２８号                
大字末武中２６８番地１                  清瀬町一丁目１３番３１号                
大字末武中２７２番地７                  清瀬町一丁目１２番１１号                
大字末武中２７２番地７                  清瀬町一丁目１２番１１号                
大字末武中２７２番地９                  清瀬町一丁目１２番４８号                
大字末武中２７２番地１３                清瀬町一丁目１２番２０号                
大字末武中２７２番地２０                清瀬町一丁目１２番１７号                
大字末武中２７２番地２１                清瀬町一丁目１２番１６号                
大字末武中２７２番地２２                  清瀬町一丁目１２番１５号                
大字末武中２７３番地１６                清瀬町一丁目１２番７号                  
大字末武中２７６番地                    清瀬町四丁目２番３０号                  
大字末武中２７６番地１                  清瀬町一丁目１３番２７号                
大字末武中２７８番地                    清瀬町四丁目１番８号                    
大字末武中２７９番地１                  清瀬町四丁目１番１１号                  
大字末武中２８０番地                    清瀬町四丁目１番１５号                  
大字末武中２８０番地１                  清瀬町四丁目１番１３号                  
大字末武中２８１番地１                  清瀬町四丁目１番１６号                  
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中２８６番地１                  清瀬町四丁目１番５号                    
大字末武中３４９番地２                  清瀬町四丁目３番１１号                  
大字末武中３４９番地２                  清瀬町四丁目３番１１号                  
大字末武中３５１番地２                  清瀬町四丁目２番１３号                  
大字末武中３５２番地２                  清瀬町四丁目２番１８号                  
大字末武中３５２番地２                  清瀬町四丁目２番１８号                  
大字末武中３５４番地３                  清瀬町四丁目２番２３号                  
大字末武中３５５番地２                  清瀬町四丁目２番２４号                  
大字末武中３５７番地                    清瀬町四丁目２番２６号                  
大字末武中３６４番地                    清瀬町四丁目３番２８号                  
大字末武中３７１番地１                  清瀬町四丁目４番１号                    
大字末武中３７１番地２                  清瀬町四丁目４番２７号                  
大字末武中３７２番地１                  清瀬町四丁目４番２５号                  
大字末武中３７３番地                    清瀬町四丁目４番２１号                  
大字末武中３７５番地２                  清瀬町四丁目４番２０号                  
大字末武中３７６番地                    清瀬町四丁目４番１６号                  
大字末武中３７７番地                    清瀬町四丁目５番１７号                  
大字末武中３７７番地                    清瀬町四丁目５番１３号                  
大字末武中３７８番地１                  清瀬町四丁目５番１３号                  
大字末武中３７８番地３                  清瀬町四丁目５番１５号                  
大字末武中３８４番地                    清瀬町一丁目１４番２５号                
大字末武中３８４番地                    清瀬町一丁目１４番２５号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中３９１番地１                  清瀬町一丁目１４番２０号                
大字末武中３９２番地４                  清瀬町一丁目１４番１８号                
大字末武中３９２番地４                  清瀬町一丁目１４番１８号                
大字末武中３９３番地３                  清瀬町一丁目１４番５号                  
大字末武中３９５番地                    清瀬町一丁目１４番６号                  
大字末武中３９７番地                    清瀬町一丁目１４番１０号                
大字末武中４００番地                    清瀬町三丁目１番８号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番１号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番２号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番２号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番２号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番１号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番１号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番１号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番２号                    
大字末武中４００番地１０                清瀬町三丁目６番２号                    
大字末武中４００番地１３                清瀬町三丁目６番３号                    
大字末武中４００番地１３                清瀬町三丁目６番３号                    
大字末武中４００番地１６                清瀬町三丁目６番５号                    
大字末武中４００番地１７                清瀬町三丁目６番６号                    
大字末武中４００番地１８                清瀬町三丁目６番７号                    
大字末武中４００番地１９                清瀬町三丁目６番８号                    
大字末武中４００番地２１                清瀬町三丁目６番１１号                  
大字末武中４００番地２３                清瀬町三丁目６番１６号                  
大字末武中４００番地２４                清瀬町三丁目６番１４号                  
大字末武中４０２番地３                  清瀬町三丁目６番２３号                  
大字末武中４０２番地４                  清瀬町三丁目６番２３号                  
大字末武中４０３番地２                  清瀬町三丁目５番８号                    
大字末武中４０４番地２                  清瀬町三丁目５番１５号                  
大字末武中４０４番地２                  清瀬町三丁目５番１６号                  
大字末武中４０４番地２                  清瀬町三丁目５番１６号                  
大字末武中４０４番地５                  清瀬町三丁目５番１４号                  
大字末武中４０４番地５                  清瀬町三丁目５番１４号                  
大字末武中４０６番地２                  清瀬町三丁目２番２号                    
大字末武中４０７番地１                  清瀬町三丁目２番５号                    
大字末武中４０７番地１                  清瀬町三丁目２番５号                    
大字末武中４１０番地                    清瀬町三丁目２番１５号                  
大字末武中４１０番地                    清瀬町三丁目２番１２号                  
大字末武中４１０番地                    清瀬町三丁目２番１０号                  
大字末武中４１０番地３                  清瀬町三丁目２番１１号                  
大字末武中４１０番地８                  清瀬町三丁目２番１３号                  
大字末武中４１１番地                    清瀬町三丁目３番１９号                  
大字末武中４１１番地                    清瀬町三丁目３番１９号                  
大字末武中４１２番地８                  清瀬町三丁目３番２１号                  
大字末武中４１２番地１０                清瀬町三丁目３番２２号                  
大字末武中４１２番地１５                清瀬町三丁目３番１３号                  
大字末武中４１２番地１６                清瀬町三丁目３番１２号                  
大字末武中４１３番地７                  清瀬町三丁目３番１１号                  
大字末武中４１５番地２                  清瀬町三丁目３番５号                    
大字末武中４１５番地５                  清瀬町三丁目３番３号                    
大字末武中４１７番地２                  清瀬町三丁目４番３号                    
大字末武中４１８番地１                  清瀬町三丁目４番６号                    
大字末武中４１８番地２                  清瀬町三丁目４番５号                    
大字末武中４１８番地３                  清瀬町三丁目４番１４号                  
大字末武中４１８番地３                  清瀬町三丁目４番１５号                  
大字末武中４１８番地３                  清瀬町三丁目４番１４号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中４２２番地１                  清瀬町三丁目４番１１号                  
大字末武中４２２番地１                  清瀬町三丁目４番１０号                  
大字末武中４２３番地５                  清瀬町三丁目１１番２１号                
大字末武中４２３番地６                  清瀬町三丁目１１番２４号                
大字末武中４２３番地７                  清瀬町三丁目１１番２３号                
大字末武中４２３番地８                  清瀬町三丁目１１番２２号                
大字末武中４２３番地８                  清瀬町三丁目１１番２２号                
大字末武中４２６番地                    清瀬町三丁目１０番１４号                
大字末武中４２６番地                    清瀬町三丁目１０番１４号                
大字末武中４２７番地３                  清瀬町三丁目１１番３号                  
大字末武中４２７番地７                  清瀬町三丁目１１番１５号                
大字末武中４２７番地９                  清瀬町三丁目１１番１７号                
大字末武中４２８番地                    清瀬町三丁目１１番１３号                
大字末武中４２８番地２                  清瀬町三丁目１１番８号                  
大字末武中４２９番地６                  清瀬町三丁目１１番１２号                
大字末武中４２９番地７                  清瀬町三丁目１１番１０号                
大字末武中４２９番地１０                清瀬町三丁目１１番７号                  
大字末武中４３０番地２                  清瀬町三丁目１５番４９号                
大字末武中４３０番地３                  清瀬町三丁目１５番５０号                
大字末武中４３３番地３                  清瀬町三丁目１５番５６号                
大字末武中４３３番地４                  清瀬町三丁目１５番５８号                
大字末武中４３３番地５                  清瀬町三丁目１５番１６号                
大字末武中４３３番地６                  清瀬町三丁目１５番２７号                
大字末武中４３３番地７                  清瀬町三丁目１５番２３号                
大字末武中４３３番地７                  清瀬町三丁目１５番２３号                
大字末武中４３３番地９                  清瀬町三丁目１５番５７号                
大字末武中４３４番地１                  清瀬町三丁目１４番１号                  
大字末武中４３５番地                    清瀬町三丁目１４番３号                  
大字末武中４３５番地                    清瀬町三丁目１４番３号                  
大字末武中４３６番地３                  清瀬町三丁目１４番６号                  
大字末武中４３６番地３                  清瀬町三丁目１４番６号                  
大字末武中４３８番地                    清瀬町三丁目１４番１１号                
大字末武中４４０番地１                  清瀬町三丁目１６番５号                  
大字末武中４４３番地３                  清瀬町三丁目１５番１９号                
大字末武中４４３番地４                  清瀬町三丁目１５番５号                  
大字末武中４４３番地５                  清瀬町三丁目１５番２０号                
大字末武中４４３番地６                  清瀬町三丁目１５番１７号                
大字末武中４４３番地６                  清瀬町三丁目１５番１７号                
大字末武中４４３番地６                  清瀬町三丁目１５番１７号                
大字末武中４４３番地７                  清瀬町三丁目１５番３号                  
大字末武中４４３番地７                  清瀬町三丁目１５番３号                  
大字末武中４４３番地１３                清瀬町三丁目１５番１号                  
大字末武中４４３番地１４                清瀬町三丁目１５番２２号                
大字末武中４４３番地１５                清瀬町三丁目１５番２１号                
大字末武中４４３番地２６                清瀬町三丁目１５番１８号                
大字末武中４４４番地                    清瀬町三丁目１４番１号                  
大字末武中４４６番地１                  清瀬町三丁目１７番２５号                
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８号                
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８号                
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－３０１号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－３０２号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－３０３号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－５０１号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－５０３号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－４０１号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－５０２号        



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－２０１号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－４０２号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－４０３号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－２０２号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－５０１号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－２０３号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－４０２号        
大字末武中４４８番地１１                瑞穂町三丁目１２番２８－３０３号        
大字末武中４５２番地６                  瑞穂町三丁目１２番３２号                
大字末武中４５２番地６                  瑞穂町三丁目１２番３２号                
大字末武中４５２番地１１                清瀬町三丁目１７番２０号                
大字末武中４５８番地１                  清瀬町三丁目１７番１号                  
大字末武中４５８番地８                  清瀬町三丁目１７番３号                  
大字末武中４５９番地５                  望町五丁目１０番１号                    
大字末武中４６１番地                    望町五丁目１０番５号                    
大字末武中４６１番地１                  望町五丁目１０番３号                    
大字末武中４６１番地１０                望町五丁目１０番１３号                  
大字末武中４６１番地１０                望町五丁目１０番１３号                  
大字末武中４６４番地４                  瑞穂町三丁目１２番４１号                
大字末武中４６４番地６                  瑞穂町三丁目１２番４０号                
大字末武中４６５番地                    瑞穂町三丁目１２番１号                  
大字末武中４６５番地                    瑞穂町三丁目１２番１号                  
大字末武中４６６番地                    瑞穂町三丁目１１番１３号                
大字末武中４６６番地                    瑞穂町三丁目１１番１３号                
大字末武中４６９番地４                  望町五丁目９番３号                      
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２３号                
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２５－３０２号        
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２５－２０１号        
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２５－２０２号        
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２５－２０３号        
大字末武中４６９番地１１                瑞穂町三丁目１１番２５－３０３号        
大字末武中４６９番地１３                瑞穂町三丁目１１番２５号                
大字末武中４６９番地１３                瑞穂町三丁目１１番２５号                
大字末武中４７０番地１                  瑞穂町三丁目１１番１８号                
大字末武中４７２番地７                  望町五丁目９番１０号                    
大字末武中４７２番地７                  望町五丁目９番８号                      
大字末武中４７３番地１                  清瀬町三丁目１３番１９号                
大字末武中４７６番地                    瑞穂町三丁目１１番２８号                
大字末武中４８１番地１                  望町五丁目８番１７号                    
大字末武中４８１番地５                  望町五丁目８番１５号                    
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－２０１号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－２０２号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－２０３号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－２０４号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－３０１号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－３０２号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－３０４号            
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１５号                    
大字末武中４８２番地                    望町五丁目８番１６－３０３号            
大字末武中４８４番地                    望町五丁目８番５号                      
大字末武中４８５番地２                  望町五丁目８番１号                      
大字末武中４８５番地６                  望町五丁目８番３号                      
大字末武中４９０番地１                  清瀬町三丁目１３番１０号                
大字末武中４９０番地１                  清瀬町三丁目１３番１０号                
大字末武中４９１番地                    清瀬町三丁目１３番７号                  
大字末武中４９２番地２                  清瀬町三丁目１３番２８号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中４９２番地３                  清瀬町三丁目１３番２７号                
大字末武中４９２番地３                  清瀬町三丁目１３番２７号                
大字末武中４９３番地                    清瀬町三丁目１３番２５号                
大字末武中４９３番地７                  清瀬町三丁目１３番１６号                
大字末武中４９３番地７                  清瀬町三丁目１３番１６号                
大字末武中４９３番地７                  清瀬町三丁目１３番１６号                
大字末武中４９４番地                    清瀬町三丁目１３番１２号                
大字末武中４９４番地                    清瀬町三丁目１３番１５号                
大字末武中４９４番地                    清瀬町三丁目１３番１２号                
大字末武中４９７番地                    清瀬町三丁目１３番３０号                
大字末武中４９８番地２                  清瀬町三丁目１３番３８号                
大字末武中４９８番地３                  清瀬町三丁目１３番３４号                
大字末武中５０２番地２                  清瀬町三丁目１２番１１号                
大字末武中５０３番地４                  清瀬町三丁目１２番２７号                
大字末武中５０５番地                    清瀬町三丁目１２番３０号                
大字末武中５０５番地５                  清瀬町三丁目１２番３７号                
大字末武中５０６番地                    清瀬町三丁目９番１号                    
大字末武中５０７番地２                  清瀬町三丁目９番３号                    
大字末武中５０８番地                    清瀬町三丁目９番７号                    
大字末武中５０８番地１                    清瀬町三丁目９番７号                    
大字末武中５０９番地２                  清瀬町三丁目９番３７号                  
大字末武中５０９番地４                  清瀬町三丁目９番３２号                  
大字末武中５０９番地４                  清瀬町三丁目９番３１号                  
大字末武中５０９番地５                  清瀬町三丁目９番３８号                  
大字末武中５０９番地７                  清瀬町三丁目９番３９号                  
大字末武中５１１番地２                  清瀬町三丁目１２番１０号                
大字末武中５１２番地                    清瀬町三丁目９番２６号                  
大字末武中５１４番地３                  清瀬町三丁目９番３４号                  
大字末武中５１４番地３                  清瀬町三丁目９番３４号                  
大字末武中５１４番地３                  清瀬町三丁目９番３４号                  
大字末武中５１６番地４                  清瀬町三丁目７番３３号                  
大字末武中５１６番地５                  清瀬町三丁目７番２号                    
大字末武中５１６番地５                  清瀬町三丁目７番２号                    
大字末武中５１６番地９                  清瀬町三丁目７番１号                    
大字末武中５１７番地４                  清瀬町三丁目７番５号                    
大字末武中５１７番地６                  清瀬町三丁目７番２３号                  
大字末武中５１７番地６                  清瀬町三丁目７番２３号                  
大字末武中５１８番地５                  清瀬町三丁目７番１１号                  
大字末武中５１８番地６                  清瀬町三丁目７番１０号                  
大字末武中５１８番地６                  清瀬町三丁目７番１０号                  
大字末武中５１８番地７                  清瀬町三丁目７番８号                    
大字末武中５１８番地７                  清瀬町三丁目７番８号                    
大字末武中５１８番地７                  清瀬町三丁目７番１５号                  
大字末武中５１８番地７                  清瀬町三丁目７番８号                    
大字末武中５１８番地７                  清瀬町三丁目７番８号                    
大字末武中５１９番地１                  清瀬町三丁目７番１６号                  
大字末武中５１９番地８                  清瀬町三丁目７番１４号                  
大字末武中５２２番地１                  清瀬町三丁目８番１号                    
大字末武中５２５番地１                  清瀬町三丁目８番８号                    
大字末武中５２９番地１                  望町五丁目７番３５号                    
大字末武中５３０番地１                  望町五丁目７番１０号                    
大字末武中５３０番地１                  望町五丁目７番１０号                    
大字末武中５３０番地５                  望町五丁目７番８号                      
大字末武中５３０番地５                  望町五丁目７番８号                      
大字末武中５３０番地６                  望町五丁目７番１１号                    
大字末武中５３０番地７                  望町五丁目７番１３号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中５３０番地７                  望町五丁目７番１２号                    
大字末武中５３０番地７                  望町五丁目７番１２号                    
大字末武中５３３番地                    望町五丁目６番１号                      
大字末武中５３６番地                    望町五丁目６番３０号                    
大字末武中５４２番地                    望町五丁目６番２０号                    
大字末武中５４２番地                    望町五丁目６番２０号                    
大字末武中５４６番地１                  瑞穂町三丁目５番１号                    
大字末武中５４７番地                    瑞穂町三丁目５番８号                    
大字末武中５４７番地６                  瑞穂町三丁目５番７号                    
大字末武中５４９番地７                  望町五丁目６番１３号                    
大字末武中５４９番地７                  望町五丁目６番１３号                    
大字末武中５５１番地３                  望町五丁目６番６号                      
大字末武中５５１番地５                  望町四丁目６番６号                      
大字末武中５５１番地５                  望町五丁目６番８号                      
大字末武中５５１番地６                  望町五丁目６番５号                      
大字末武中５５２番地                    望町五丁目５番２６号                    
大字末武中５５３番地１                  望町五丁目５番１０号                    
大字末武中５５３番地５                  望町五丁目５番２３号                    
大字末武中５５３番地６                  望町五丁目５番２２号                    
大字末武中５５３番地７                  望町五丁目５番２１号                    
大字末武中５５３番地７                  望町五丁目５番２１号                    
大字末武中５５３番地８                  望町五丁目５番２０号                    
大字末武中５５３番地１０                望町五丁目５番１９号                    
大字末武中５５５番地２                  望町五丁目５番１０号                    
大字末武中５５５番地２                  望町五丁目５番１０号                    
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地５                  望町五丁目５番５号                      
大字末武中５５７番地７                  望町五丁目５番１号                      
大字末武中５５９番地２                  望町五丁目４番１２号                    
大字末武中５５９番地９                  望町五丁目４番１号                      
大字末武中５５９番地９                  望町五丁目４番１号                      
大字末武中５５９番地１１                望町五丁目４番３号                      
大字末武中５５９番地１１                望町五丁目４番３号                      
大字末武中５６１番地３                  望町五丁目２番８号                      
大字末武中５６１番地５                  望町五丁目２番１３号                    
大字末武中５６１番地８                  望町五丁目２番１号                      
大字末武中５６１番地８                  望町五丁目２番１号                      
大字末武中５６１番地１１                望町五丁目２番１０号                    
大字末武中５６１番地１２                望町五丁目２番１１号                    
大字末武中５６１番地１３                望町五丁目２番１２号                    
大字末武中５６１番地１４                望町五丁目２番２号                      
大字末武中５６１番地１５                望町五丁目２番３号                      
大字末武中５６１番地１６                望町五丁目２番５号                      
大字末武中５６１番地１７                望町五丁目２番７号                      
大字末武中５６１番地１８                望町五丁目２番６号                      
大字末武中５６２番地１４                望町五丁目２番２０号                    
大字末武中５６２番地１５                望町五丁目２番２６号                    
大字末武中５６２番地１７                望町五丁目２番２８号                    
大字末武中５６２番地１８                望町五丁目２番２７号                    
大字末武中５６２番地１８                望町五丁目２番２７号                    
大字末武中５６２番地１９                望町五丁目２番２５号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中５６２番地２３                望町五丁目２番３２号                    
大字末武中５６２番地２９                望町五丁目２番３０号                    
大字末武中５６２番地２９                望町五丁目２番３０号                    
大字末武中５６２番地２９                望町五丁目２番３０号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３３号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３４号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３４号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３４号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３３号                    
大字末武中５６２番地３０                望町五丁目２番３４号                    
大字末武中５６２番地３４                望町五丁目２番１５号                    
大字末武中５６２番地３８                望町五丁目２番２３号                    
大字末武中５６２番地３９                望町五丁目２番２２号                    
大字末武中５６２番地３９                望町五丁目２番２２号                    
大字末武中５６２番地４０                望町五丁目２番２１号                    
大字末武中５６３番地１                  望町五丁目３番３０号                    
大字末武中５６３番地３                  望町五丁目３番３４号                    
大字末武中５６３番地４                  望町五丁目３番３２号                    
大字末武中５６３番地４                  望町五丁目３番３２号                    
大字末武中５６３番地４                  望町五丁目３番３２号                    
大字末武中５６３番地６                  望町五丁目３番２２号                    
大字末武中５６３番地８                  望町五丁目３番２５号                    
大字末武中５６３番地９                  望町五丁目３番２４号                    
大字末武中５６３番地１１                望町五丁目３番２１号                    
大字末武中５６３番地１２                望町五丁目３番２０号                    
大字末武中５６３番地１３                望町五丁目３番１９号                    
大字末武中５６６番地１                  清瀬町二丁目８番１０号                  
大字末武中５６６番地６                  望町五丁目１番１号                      
大字末武中５６６番地６                  望町五丁目１番１号                      
大字末武中５６７番地２                  清瀬町二丁目８番７号                    
大字末武中５７０番地９                  清瀬町二丁目８番１号                    
大字末武中５７１番地                    望町四丁目６番６号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番７号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番６号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番８号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番８号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番５号                      
大字末武中５７１番地１                  望町四丁目６番３号                      
大字末武中５７２番地１                  望町四丁目６番１号                      
大字末武中５７２番地１                  望町四丁目６番１号                      
大字末武中５７３番地１                  望町四丁目７番１７号                    
大字末武中５７３番地５                  望町四丁目７番１号                      
大字末武中５７４番地２                  望町四丁目１１番２１号                  
大字末武中５７４番地２                  望町四丁目１１番２１号                  
大字末武中５７４番地３                  望町四丁目１１番１１号                  
大字末武中５７４番地１０                望町四丁目１０番７号                    
大字末武中５７４番地１１                望町四丁目１０番１号                    
大字末武中５７４番地１２                望町四丁目１０番１０号                  
大字末武中５７４番地２２                望町四丁目１１番８号                    
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中５７４番地２７                望町四丁目１１番１６号                  
大字末武中５７４番地２８                望町四丁目１１番１７号                  
大字末武中５７４番地２８                望町四丁目１１番１７号                  
大字末武中５７４番地３２                望町四丁目１１番２３号                  
大字末武中５７５番地５                  望町四丁目１２番１５号                  
大字末武中５７５番地６                  望町四丁目１２番１３号                  
大字末武中５７６番地１                  望町四丁目１２番３号                    
大字末武中５７７番地２                  望町四丁目１３番５号                    
大字末武中５７８番地１                  望町四丁目１３番１３号                  
大字末武中５７８番地１                  望町四丁目１３番１３号                  
大字末武中５７８番地１                  望町四丁目１３番１３号                  
大字末武中５７８番地６                  望町四丁目１３番１０号                  
大字末武中５７８番地６                  望町四丁目１３番１０号                  
大字末武中５７９番地１                  望町四丁目１２番１号                    
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－２０２号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－２０３号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－２０４号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－３０２号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－３０３号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－３０４号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－３０５号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－２０１号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－２０５号            
大字末武中５７９番地９                  望町四丁目１２番１－３０１号            
大字末武中５８１番地５                  瑞穂町二丁目１３番１８号                
大字末武中５８１番地７                  瑞穂町二丁目１５番２０号                
大字末武中５８１番地８                  瑞穂町二丁目１５番１６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１４号                
大字末武中５８１番地１０                瑞穂町二丁目１５番１３号                
大字末武中５８１番地１１                瑞穂町二丁目１５番２３号                
大字末武中５８１番地１５                瑞穂町二丁目１５番２７号                
大字末武中５８１番地１６                瑞穂町二丁目１５番２８号                
大字末武中５８１番地１９                瑞穂町二丁目１３番３６号                
大字末武中５８１番地２０                瑞穂町二丁目１３番３４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３２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３０号                
大字末武中５８１番地２３                瑞穂町二丁目１３番２９号                
大字末武中５８１番地２４                瑞穂町二丁目１３番２８号                
大字末武中５８１番地２５                瑞穂町二丁目１３番２７号                
大字末武中５８１番地２６                瑞穂町二丁目１３番２５号                
大字末武中５８１番地２７                瑞穂町二丁目１３番２３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２２号                
大字末武中５８３番地                    瑞穂町二丁目１５番１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１４番１１号                
大字末武中５８９番地２                  瑞穂町二丁目１４番２号                  
大字末武中５８９番地３                  瑞穂町二丁目１４番１号                  
大字末武中５８９番地４                  瑞穂町二丁目１４番３号                  
大字末武中５８９番地８                  瑞穂町二丁目１４番１０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１号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中５９４番地                    瑞穂町二丁目１８番２０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１６番１６号                
大字末武中５９６番地２                  瑞穂町二丁目１６番１５号                
大字末武中５９７番地３                  瑞穂町三丁目７番１７号                  
大字末武中５９７番地４                  瑞穂町三丁目７番１６号                  
大字末武中５９７番地５                  瑞穂町三丁目６番３２号                  
大字末武中５９７番地５                  瑞穂町三丁目７番１５号                  
大字末武中５９７番地６                  瑞穂町三丁目７番１４号                  
大字末武中５９７番地６                  瑞穂町三丁目７番１４号                  
大字末武中５９７番地１０                瑞穂町三丁目６番３８号                  
大字末武中５９７番地１２                瑞穂町三丁目６番３７号                  
大字末武中５９７番地１６                瑞穂町三丁目６番１８号                  
大字末武中５９８番地１                  瑞穂町三丁目７番１２号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中５９８番地２                  瑞穂町三丁目７番１０号                  
大字末武中６０１番地６                  瑞穂町三丁目７番３２号                  
大字末武中６０１番地７                  瑞穂町三丁目７番２７号                  
大字末武中６０１番地８                  瑞穂町三丁目７番２８号                  
大字末武中６０１番地９                  瑞穂町三丁目７番３０号                  
大字末武中６０１番地９                  瑞穂町三丁目７番３０号                  
大字末武中６０１番地１０                瑞穂町三丁目７番１８号                  
大字末武中６０１番地１６                瑞穂町三丁目７番２６号                  
大字末武中６０１番地２７                瑞穂町三丁目７番２０号                  
大字末武中６０２番地２                  瑞穂町三丁目６番６号                    
大字末武中６０２番地２                  瑞穂町三丁目６番６号                    
大字末武中６０３番地１                  瑞穂町三丁目７番３３号                  
大字末武中６０３番地１                  瑞穂町三丁目７番３３号                  
大字末武中６０５番地３                  瑞穂町三丁目１０番１８号                
大字末武中６０７番地                    瑞穂町三丁目１０番２３号                
大字末武中６０９番地                    瑞穂町三丁目８番１２号                  
大字末武中６１０番地９                  瑞穂町三丁目８番１２号                  
大字末武中６１０番地９                  瑞穂町三丁目８番１２号                  
大字末武中６１１番地５                  瑞穂町三丁目９番１号                    
大字末武中６１１番地８                  瑞穂町三丁目９番２号                    
大字末武中６１１番地８                  瑞穂町三丁目９番２号                    
大字末武中６１５番地                    瑞穂町三丁目１０番２０号                
大字末武中６１９番地                    瑞穂町三丁目１３番７号                  
大字末武中６２２番地３                  瑞穂町三丁目１３番３４号                
大字末武中６２２番地３                  瑞穂町三丁目１３番３３号                
大字末武中６２７番地                    瑞穂町三丁目１３番１７号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中６２７番地                    瑞穂町三丁目１３番１５号                
大字末武中６２７番地                    瑞穂町三丁目１３番１７号                
大字末武中６２８番地２                  瑞穂町三丁目１４番３１号                
大字末武中６３１番地                    瑞穂町三丁目１４番２４号                
大字末武中６３２番地                    瑞穂町三丁目１４番２３号                
大字末武中６３３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６３７番地３                  瑞穂町三丁目１４番１号                  
大字末武中６３８番地                    瑞穂町三丁目１４番１０号                
大字末武中６４０番地                    瑞穂町三丁目１４番１４号                
大字末武中６４３番地                    瑞穂町三丁目１４番１８号                
大字末武中６４６番地４                  瑞穂町三丁目１５番１２号                
大字末武中６４８番地                    瑞穂町三丁目１５番１５号                
大字末武中６４９番地                    瑞穂町三丁目１５番７号                  
大字末武中６５２番地                    瑞穂町三丁目１５番１号                  
大字末武中６５４番地２                  瑞穂町三丁目１３番２０号                
大字末武中６５９番地                    清瀬町三丁目１８番１０号                
大字末武中６６０番地３                  瑞穂町三丁目１６番１号                  
大字末武中６６０番地５                  清瀬町三丁目１８番６号                  
大字末武中６６０番地５                  清瀬町三丁目１８番７号                  
大字末武中６６０番地５                  清瀬町三丁目１８番６号                  
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６３番地                    瑞穂町三丁目１６番１６号                
大字末武中６６５番地２                  瑞穂町二丁目１６番１１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８号                  
大字末武中６６８番地                    瑞穂町二丁目１７番１５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１０号                
大字末武中６６９番地４                  瑞穂町二丁目１７番８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１８番２３号                
大字末武中６７２番地１                  瑞穂町二丁目１９番１６号                
大字末武中６７３番地８                  瑞穂町二丁目１９番１０号                
大字末武中６７３番地９                  瑞穂町二丁目１９番１４号                
大字末武中６７４番地３                  瑞穂町三丁目２番６号                    
大字末武中６７４番地８                  瑞穂町三丁目２番１号                    
大字末武中６７５番地                    瑞穂町三丁目１番１０号                  
大字末武中６７５番地３                  瑞穂町三丁目１番１２号                  
大字末武中６７５番地１０                瑞穂町三丁目１番１１号                  
大字末武中６７５番地１０                瑞穂町三丁目１番１０号                  
大字末武中６７５番地１０                瑞穂町三丁目１番１０号                  
大字末武中６７８番地１                  瑞穂町三丁目４番１３号                  
大字末武中６７８番地２                  瑞穂町三丁目４番５号                    
大字末武中６７８番地８                  瑞穂町三丁目４番７号                    
大字末武中６７９番地１                  瑞穂町三丁目３番１２号                  
大字末武中６８７番地                    瑞穂町四丁目５番１９号                  
大字末武中６８７番地                    瑞穂町四丁目５番２０号                  
大字末武中６８７番地１                  瑞穂町四丁目５番１４号                  
大字末武中６８７番地１                  瑞穂町四丁目５番１４号                  
大字末武中６９０番地３                  瑞穂町四丁目６番１６号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中６９１番地                    瑞穂町四丁目７番３号                    
大字末武中６９１番地                    瑞穂町四丁目７番３号                    
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１１号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１１号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１１号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１１号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９２番地８                  瑞穂町四丁目７番１０号                  
大字末武中６９４番地１                  瑞穂町四丁目８番８号                    
大字末武中６９６番地７                  瑞穂町四丁目８番１９号                  
大字末武中６９７番地１０                瑞穂町三丁目６番１０号                  
大字末武中６９７番地１１                瑞穂町三丁目６番１１号                  
大字末武中６９７番地１１                瑞穂町三丁目６番１１号                  
大字末武中６９７番地１７                瑞穂町三丁目６番２３号                  
大字末武中６９８番地                    瑞穂町四丁目９番５号                    
大字末武中７０１番地                    瑞穂町四丁目９番１２号                  
大字末武中７０２番地２                  瑞穂町四丁目９番１８号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２５号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２５号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２４号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２４号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２４号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２４号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２５号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２１号                  
大字末武中７０２番地６                  瑞穂町四丁目９番２５号                  
大字末武中７０４番地                    瑞穂町四丁目１０番１１号                
大字末武中７０４番地                    瑞穂町四丁目１０番１１号                
大字末武中７０５番地２                  瑞穂町四丁目１０番１３号                
大字末武中７０５番地３                  瑞穂町四丁目１０番１４号                
大字末武中７０７番地                    瑞穂町四丁目１０番２２号                
大字末武中７０９番地２                  瑞穂町四丁目１１番６号                  
大字末武中７０９番地２                  瑞穂町四丁目１１番６号                  
大字末武中７１０番地                    瑞穂町四丁目１１番１０号                
大字末武中７１３番地２                  瑞穂町四丁目１１番１１号                
大字末武中７１４番地                    瑞穂町四丁目１２番２号                  
大字末武中７１５番地９                  瑞穂町四丁目１２番１７号                
大字末武中７１５番地９                  瑞穂町四丁目１２番１７号                
大字末武中７１７番地                    瑞穂町四丁目１２番８号                  
大字末武中７１９番地                    瑞穂町四丁目１３番１号                  
大字末武中７２２番地                    瑞穂町四丁目１３番１９号                
大字末武中７２３番地１                  瑞穂町四丁目１３番１３号                
大字末武中７２４番地１                  瑞穂町四丁目１３番５号                  
大字末武中７２５番地                    瑞穂町四丁目１３番７号                  
大字末武中７２５番地                    瑞穂町四丁目１３番７号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中７２８番地２                  瑞穂町四丁目１５番１号                  
大字末武中７３０番地１                  瑞穂町四丁目１５番５号                  
大字末武中７３１番地２                  瑞穂町四丁目１６番１号                  
大字末武中７３１番地３                  瑞穂町四丁目１６番５号                  
大字末武中７３３番地６                  瑞穂町四丁目１６番１２号                
大字末武中７３６番地１                  瑞穂町四丁目１５番２８号                
大字末武中７３６番地３                  瑞穂町四丁目１５番３３号                
大字末武中７３６番地５                  瑞穂町四丁目１５番３２号                
大字末武中７３７番地１                  瑞穂町四丁目１５番２８号                
大字末武中７３７番地２                  瑞穂町四丁目１５番３０号                
大字末武中７３８番地１                    瑞穂町四丁目１５番２５号                
大字末武中７３８番地２                  瑞穂町四丁目１５番２７号                
大字末武中７３９番地１                  瑞穂町四丁目１４番７号                  
大字末武中７３９番地１                  瑞穂町四丁目１４番６号                  
大字末武中７３９番地３                  瑞穂町四丁目１４番８号                  
大字末武中７４０番地３                  瑞穂町四丁目１４番３号                  
大字末武中７４０番地３                  瑞穂町四丁目１４番３号                  
大字末武中７４０番地３                  瑞穂町四丁目１４番３号                  
大字末武中７４０番地３                  瑞穂町四丁目１４番３号                  
大字末武中７４２番地３                  瑞穂町四丁目１４番１号                  
大字末武中７４３番地１                  瑞穂町四丁目１４番２４号                
大字末武中７４３番地１                  瑞穂町四丁目１４番２４号                
大字末武中７４４番地                    瑞穂町四丁目１４番１７号                
大字末武中７４５番地１                  瑞穂町四丁目１５番１４号                
大字末武中７４５番地３                  瑞穂町四丁目１４番１３号                
大字末武中７４５番地８                  瑞穂町四丁目１４番１６号                
大字末武中７４５番地９                  瑞穂町四丁目１４番２５号                
大字末武中７４６番地                    瑞穂町四丁目１４番１０号                
大字末武中７４６番地                    瑞穂町四丁目１４番１０号                
大字末武中７４７番地４                  瑞穂町四丁目１６番２５号                
大字末武中７５０番地                    潮音町四丁目１５番３２号                
大字末武中７５０番地４                  潮音町四丁目１５番３２号                
大字末武中７５１番地４                  潮音町四丁目１５番１７号                
大字末武中７５１番地８                  潮音町四丁目１５番２２号                
大字末武中７５２番地１                  潮音町四丁目１５番１４号                
大字末武中７５２番地１                  潮音町四丁目１５番１４号                
大字末武中７５４番地２                  潮音町四丁目１５番１号                  
大字末武中７５４番地４                  潮音町四丁目１５番１０号                
大字末武中７５４番地５                  潮音町四丁目１５番８号                  
大字末武中７５４番地９                  潮音町四丁目１５番７号                  
大字末武中７５７番地                    潮音町四丁目１１番１４号                
大字末武中７６０番地                    潮音町四丁目１１番１０号                
大字末武中７６０番地                    潮音町四丁目１１番１０号                
大字末武中７６２番地                    潮音町四丁目１１番２号                  
大字末武中７６２番地                    潮音町四丁目１１番２号                  
大字末武中７６２番地２                  潮音町四丁目１１番７号                  
大字末武中７６２番地４                  潮音町四丁目１１番５号                  
大字末武中７６２番地４                  潮音町四丁目１１番５号                  
大字末武中７６３番地１                  潮音町四丁目１２番１５号                
大字末武中７６３番地１                  潮音町四丁目１２番１５号                
大字末武中７６３番地５                  潮音町四丁目１２番１４号                
大字末武中７６５番地                    潮音町四丁目１２番１１号                
大字末武中７６５番地１                  潮音町四丁目１２番１２号                
大字末武中７６６番地                    潮音町四丁目１２番１０号                
大字末武中７６６番地２                  潮音町四丁目１２番１０号                
大字末武中７６７番地１                  潮音町四丁目１２番８号                  
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大字末武中７６８番地１                  潮音町四丁目１２番７号                  
大字末武中７６９番地２                  潮音町四丁目１２番６号                  
大字末武中７６９番地２                  潮音町四丁目１２番６号                  
大字末武中７７０番地１                  潮音町四丁目１２番１号                  
大字末武中７７０番地１                  潮音町四丁目１２番１号                  
大字末武中７７０番地３                  潮音町四丁目１２番５号                  
大字末武中７７０番地３                  潮音町四丁目１２番５号                  
大字末武中７７１番地１                  潮音町四丁目１０番２３号                
大字末武中７７２番地２                  潮音町四丁目１０番１６号                
大字末武中７７２番地７                  潮音町四丁目１０番１９号                
大字末武中７７２番地８                  潮音町四丁目１０番１７号                
大字末武中７７３番地２                  潮音町四丁目１０番１１号                
大字末武中７７３番地２                  潮音町四丁目１０番１１号                
大字末武中７７４番地                    潮音町四丁目１０番１０号                
大字末武中７７５番地                    潮音町四丁目１０番８号                  
大字末武中７７５番地                    潮音町四丁目１０番１号                  
大字末武中７７８番地１                  潮音町四丁目８番１号                    
大字末武中７７９番地２                  潮音町四丁目８番８号                    
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地４                  潮音町四丁目８番１４号                  
大字末武中７７９番地５                  潮音町四丁目８番８号                    
大字末武中７８０番地５                  潮音町四丁目９番２３号                  
大字末武中７８０番地７                  潮音町四丁目９番２３号                  
大字末武中７８０番地８                  潮音町四丁目９番１１号                  
大字末武中７８０番地８                  潮音町四丁目９番１１号                  
大字末武中７８０番地９                  潮音町四丁目９番１０号                  
大字末武中７８０番地１０                潮音町四丁目９番８号                    
大字末武中７８０番地１１                潮音町四丁目９番７号                    
大字末武中７８０番地１２                潮音町四丁目９番１号                    
大字末武中７８０番地１３                潮音町四丁目９番３号                    
大字末武中７８０番地１４                潮音町四丁目９番５号                    
大字末武中７８０番地１５                潮音町四丁目９番６号                    
大字末武中７８０番地１８                潮音町四丁目９番１５号                  
大字末武中７８０番地１９                潮音町四丁目９番１６号                  
大字末武中７８０番地２０                潮音町四丁目９番１７号                  
大字末武中７８０番地２０                潮音町四丁目９番１７号                  
大字末武中７８０番地２０                潮音町四丁目９番１７号                  
大字末武中７８０番地２１                潮音町四丁目９番１８号                  
大字末武中７８０番地２２                潮音町四丁目９番１９号                  
大字末武中７８０番地２３                潮音町四丁目９番２０号                  
大字末武中７８１番地                    潮音町四丁目７番１０号                  
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地１                  潮音町四丁目７番７号                    
大字末武中７８２番地４                  潮音町四丁目７番１号                    
大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    
大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    
大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    



末武地区旧住所一覧
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大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    
大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    
大字末武中７８２番地５                  潮音町四丁目７番８号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８２番地１２                潮音町四丁目７番６号                    
大字末武中７８４番地１                  潮音町四丁目３番１０号                  
大字末武中７８７番地１                  潮音町四丁目３番１５号                  
大字末武中７８８番地３                  潮音町四丁目２番１号                    
大字末武中７８９番地                    瑞穂町四丁目３番１号                    
大字末武中７８９番地１                   瑞穂町四丁目３番１号                    
大字末武中７８９番地１                    瑞穂町四丁目３番１号                    
大字末武中７９１番地４                  瑞穂町四丁目４番１号                    
大字末武中７９１番地５                  瑞穂町四丁目３番１２号                  
大字末武中７９３番地４                  瑞穂町四丁目４番１０号                  
大字末武中７９４番地１                  瑞穂町四丁目４番１５号                  
大字末武中７９４番地１                  瑞穂町四丁目４番１５号                  
大字末武中７９４番地６                  瑞穂町四丁目４番１２号                  
大字末武中７９５番地                    瑞穂町四丁目１番１号                    
大字末武中７９６番地３                  瑞穂町四丁目１番８号                    
大字末武中７９７番地２                  瑞穂町四丁目１番１３号                  
大字末武中７９８番地１                  瑞穂町四丁目２番１号                    
大字末武中７９８番地２                  瑞穂町四丁目２番７号                    
大字末武中７９９番地１                  瑞穂町四丁目２番１０号                  
大字末武中７９９番地１                  瑞穂町四丁目２番１０号                  
大字末武中８００番地１                  瑞穂町四丁目２番１２号                  
大字末武中８００番地２                  瑞穂町四丁目２番１７号                  
大字末武中８０１番地７                  潮音町四丁目１番１号                    
大字末武中８０１番地７                  潮音町四丁目１番１号                    
大字末武中８０２番地１                  潮音町四丁目１番８号                    
大字末武中８０３番地３                  潮音町四丁目１番１２号                  
大字末武中８０４番地２                  潮音町四丁目１番１４号                  
大字末武中８０５番地                    潮音町四丁目３番１号                    
大字末武中８０６番地                    瑞穂町四丁目３番１２号                  
大字末武中８０８番地１                  潮音町四丁目３番３号                    
大字末武中８０８番地１                  潮音町四丁目３番３号                    
大字末武中８１０番地１                  潮音町三丁目１３番１２号                
大字末武中８１０番地１                  潮音町三丁目１３番１２号                
大字末武中８１１番地５                  潮音町三丁目１３番１０号                
大字末武中８１２番地                    潮音町三丁目１３番２０号                
大字末武中８１２番地                    潮音町三丁目１３番１８号                
大字末武中８１２番地                    潮音町四丁目４番１３号                  
大字末武中８１２番地                    潮音町三丁目１３番１８号                
大字末武中８１２番地                    潮音町三丁目１３番１８号                
大字末武中８１２番地１                  潮音町三丁目１３番１７号                
大字末武中８１２番地８                  潮音町三丁目１３番１７号                
大字末武中８１２番地８                  潮音町三丁目１３番１７号                
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
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大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地１                  潮音町三丁目１２番５号                  
大字末武中８１４番地４                  潮音町三丁目１２番６号                  
大字末武中８１５番地６                  潮音町三丁目１２番１０号                
大字末武中８１５番地６                  潮音町三丁目１２番１０号                
大字末武中８１５番地６                  潮音町三丁目１２番１０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１号                  
大字末武中８２０番地４                  瑞穂町二丁目２３番１１号                
大字末武中８２２番地１                  瑞穂町二丁目２０番１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５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８２５番地４                  瑞穂町二丁目２１番１号                  
大字末武中８２８番地２                  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１７－１０８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１７－２０５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１７－３０１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１７－３０６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１７－１０２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１７－３０５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１７－２０１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１７－２０８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１７－３０８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１７－３０７号        
大字末武中８２８番地２                  瑞穂町二丁目２１番１７号                
大字末武中８２８番地３                  瑞穂町二丁目２１番１６号                
大字末武中８３１番地１                  瑞穂町二丁目２２番１０号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
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２２番１８号                
大字末武中８３１番地１０                潮音町三丁目１１番１２号                
大字末武中８３１番地１１                潮音町三丁目１１番８号                  
大字末武中８３１番地１２                潮音町三丁目１１番１０号                
大字末武中８３１番地１３                潮音町三丁目１１番１１号                
大字末武中８３１番地１３                潮音町三丁目１１番１１号                
大字末武中８３１番地１３                潮音町三丁目１１番１１号                
大字末武中８３１番地１４                潮音町三丁目１１番１６号                
大字末武中８３１番地１５                潮音町三丁目１１番１５号                
大字末武中８３１番地１６                潮音町三丁目１１番１７号                
大字末武中８３１番地１６                潮音町三丁目１１番１７号                
大字末武中８３１番地２０                潮音町三丁目１１番１３号                
大字末武中８３２番地１                  潮音町三丁目１１番３０号                
大字末武中８３２番地２                  潮音町三丁目１１番２７号                
大字末武中８３２番地２                  潮音町三丁目１１番２７号                
大字末武中８３３番地８                  潮音町三丁目１３番３号                  
大字末武中８３３番地８                  潮音町三丁目１３番３号                  
大字末武中８３３番地８                  潮音町三丁目１３番３号                  
大字末武中８３３番地８                  潮音町三丁目１３番３号                  
大字末武中８３３番地９                  潮音町三丁目１３番８号                  
大字末武中８３３番地１２                潮音町三丁目１３番５号                  
大字末武中８３４番地                    潮音町五丁目４番２２号                  
大字末武中８３４番地                    潮音町五丁目４番２２号                  
大字末武中８３４番地３                  潮音町三丁目１７番１４号                
大字末武中８３４番地９                  潮音町三丁目１７番３７号                
大字末武中８３４番地１１                潮音町三丁目１７番２８号                
大字末武中８３４番地１２                潮音町三丁目１８番６号                  
大字末武中８３４番地１２                潮音町三丁目１７番２０号                
大字末武中８３４番地１２                潮音町三丁目１７番２１号                
大字末武中８３４番地１５                潮音町三丁目１６番１号                  
大字末武中８３４番地１８                潮音町三丁目１６番３号                  
大字末武中８３４番地２１                潮音町三丁目１６番６号                  
大字末武中８３４番地２３                潮音町三丁目１７番６号                  
大字末武中８３４番地２４                潮音町三丁目１７番３４号                
大字末武中８３４番地２４                潮音町三丁目１７番３４号                
大字末武中８３４番地２５                潮音町三丁目１７番１１号                
大字末武中８３４番地３２                潮音町三丁目１７番５号                  
大字末武中８３４番地３５                潮音町三丁目１７番３号                  
大字末武中８３４番地３６                潮音町三丁目１７番３５号                
大字末武中８３４番地３６                潮音町三丁目１７番３５号                
大字末武中８３４番地４０                潮音町三丁目１８番１４号                
大字末武中８３４番地４１                潮音町三丁目１７番３３号                
大字末武中８３４番地４２                潮音町三丁目１７番１７号                
大字末武中８３４番地４４                潮音町三丁目１７番３６号                
大字末武中８３４番地４６                潮音町三丁目１８番１０号                
大字末武中８３４番地４９                潮音町三丁目１８番１号                  
大字末武中８３４番地５０                潮音町三丁目１８番２号                  
大字末武中８３４番地５１                潮音町三丁目１８番３号                  
大字末武中８３４番地５２                潮音町三丁目１８番４号                  
大字末武中８３４番地５２                潮音町三丁目１８番４号                  
大字末武中８３４番地５３                潮音町三丁目１８番５号                  
大字末武中８３４番地５４                潮音町三丁目１７番１９号                
大字末武中８３４番地５４                潮音町三丁目１７番１９号                
大字末武中８３４番地５７                潮音町三丁目１７番２２号                
大字末武中８３４番地５８                潮音町三丁目１７番２３号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武中８３４番地６５                潮音町三丁目１８番７号                  
大字末武中８３４番地６６                潮音町三丁目１８番８号                  
大字末武中８３４番地６８                潮音町三丁目１７番１８号                
大字末武中８３４番地７４                潮音町三丁目１７番３１号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地                    潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地１                  潮音町三丁目１７番１３号                
大字末武中８３５番地４                  潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３５番地４                  潮音町三丁目１７番２５号                
大字末武中８３６番地                    潮音町四丁目４番７号                    
大字末武中８３６番地３                  潮音町三丁目１６番８号                  
大字末武中８３６番地５                  潮音町三丁目１８番２２号                
大字末武中８３６番地１１                潮音町三丁目１８番３１号                
大字末武中８３６番地１２                潮音町三丁目１８番３２号                
大字末武中８３６番地１２                潮音町三丁目１８番３２号                
大字末武中８３６番地１３                潮音町三丁目１８番３３号                
大字末武中８３６番地１４                潮音町三丁目１８番３４号                
大字末武中８３６番地１５                潮音町三丁目１８番３５号                
大字末武中８３６番地１６                潮音町三丁目１８番３７号                
大字末武中８３６番地２１                潮音町三丁目１８番２７号                
大字末武中８３６番地２１                潮音町三丁目１８番２７号                
大字末武中８３６番地２１                潮音町三丁目１８番２７号                
大字末武中８３６番地２１                潮音町三丁目１８番２７号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１４号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１４号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１０号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１０号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１０号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１４号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１０号                
大字末武中８３９番地１                  潮音町三丁目１５番１０号                
大字末武中８３９番地１                    潮音町三丁目１５番１４号                
大字末武中８３９番地６                  潮音町五丁目１番１９号                  
大字末武中８４０番地２                  潮音町三丁目１８番４３号                
大字末武中８４０番地９                  潮音町三丁目１５番２１号                
大字末武中８４０番地１５                潮音町三丁目１５番１号                  
大字末武中８４２番地１                  潮音町三丁目１６番１８号                
大字末武中８４３番地第１                潮音町三丁目１４番２５号                
大字末武中８４６番地３                  潮音町三丁目１５番１６号                
大字末武中８４６番地３                  潮音町三丁目１５番１６号                
大字末武中８４７番地                    潮音町三丁目１５番１５号                
大字末武中８４７番地                    潮音町三丁目１５番１５号                
大字末武中８５０番地                    潮音町三丁目１５番１８号                
大字末武中８５１番地１                  潮音町三丁目１５番２０号                
大字末武中８５２番地                    潮音町三丁目１４番１２号                
大字末武中８５４番地１                  潮音町三丁目１４番１８号                
大字末武中８５４番地１                  潮音町三丁目１４番１８号                
大字末武中８５７番地１                  潮音町三丁目１４番１４号                
大字末武中８５７番地１                  潮音町三丁目１４番１４号                
大字末武中８５９番地                    潮音町四丁目４番１号                    



末武地区旧住所一覧
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大字末武中８５９番地                    潮音町四丁目４番１号                    
大字末武中８６０番地３                  潮音町四丁目４番５号                    
大字末武中８６０番地４                  潮音町四丁目４番２７号                  
大字末武中８６０番地５                    潮音町四丁目４番２８号                  
大字末武中８６１番地４                  潮音町四丁目４番３号                    
大字末武中８６２番地                    潮音町五丁目１番１０号                  
大字末武中８６４番地１                  潮音町五丁目１番５号                    
大字末武中８６４番地１                  潮音町五丁目１番５号                    
大字末武中８６４番地４                  潮音町五丁目１番８号                    
大字末武中８６４番地４                  潮音町五丁目１番８号                    
大字末武中８６４番地１２                潮音町五丁目１番２号                    
大字末武中８６５番地１                  潮音町五丁目１番３９号                  
大字末武中８６５番地１１                潮音町五丁目１番１６号                  
大字末武中８６６番地５                  潮音町五丁目１番１４号                  
大字末武中８６８番地１                  潮音町五丁目１番４０号                  
大字末武中８７０番地１                  潮音町四丁目４番１８号                  
大字末武中８７０番地１                   潮音町四丁目４番１８号                  
大字末武中８７０番地２                  潮音町五丁目１番４３号                  
大字末武中８７０番地６                  潮音町四丁目４番１７号                  
大字末武中８７０番地６                  潮音町四丁目４番１７号                  
大字末武中８７１番地                    潮音町五丁目１番４５号                  
大字末武中８７７番地２                  潮音町四丁目４番１５号                  
大字末武中８７８番地                    潮音町四丁目４番２３号                  
大字末武中８７８番地                    潮音町四丁目４番２３号                  
大字末武中８７８番地                    潮音町四丁目４番２３号                  
大字末武中８７８番地４                  潮音町四丁目４番２３号                  
大字末武中８７８番地５                  潮音町四丁目４番２６号                  
大字末武中８７８番地８                  潮音町四丁目４番１１号                  
大字末武中８８０番地                    潮音町四丁目５番１号                    
大字末武中８８１番地１                  潮音町四丁目５番２号                    
大字末武中８８２番地                    瑞穂町四丁目３番１０号                  
大字末武中８８２番地                    潮音町四丁目５番８号                    
大字末武中８８２番地                    瑞穂町四丁目３番１０号                  
大字末武中８８２番地                    潮音町四丁目５番５号                    
大字末武中８８２番地                    瑞穂町四丁目３番１０号                  
大字末武中８８２番地１                  潮音町四丁目５番３号                    
大字末武中８８３番地１                  潮音町四丁目５番６号                    
大字末武中８８７番地                    潮音町四丁目５番２８号                  
大字末武中８８７番地                    潮音町四丁目５番２８号                  
大字末武中８８７番地１                  潮音町四丁目５番２９号                  
大字末武中８８７番地５                  潮音町四丁目５番３１号                  
大字末武中８８７番地１０                潮音町四丁目５番３２号                  
大字末武中８８９番地１                  潮音町四丁目５番２４号                  
大字末武中８９１番地２                  潮音町四丁目５番２１号                  
大字末武中８９１番地１０                潮音町四丁目５番１２号                  
大字末武中８９１番地１０                潮音町四丁目５番１２号                  
大字末武中８９２番地１０                潮音町五丁目４番２０号                  
大字末武中８９３番地                    潮音町五丁目３番６号                    
大字末武中８９３番地                    潮音町五丁目４番７号                    
大字末武中８９３番地３                  潮音町五丁目４番３号                    
大字末武中８９３番地５                  潮音町五丁目４番５号                    
大字末武中８９３番地７                  潮音町五丁目４番８号                    
大字末武中８９４番地                    潮音町五丁目１番３５号                  
大字末武中８９４番地                    潮音町五丁目１番３号                    
大字末武中８９５番地３                  潮音町三丁目１９番１０号                
大字末武中８９５番地４                  潮音町三丁目１９番１０号                



末武地区旧住所一覧
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大字末武中８９５番地７                  潮音町五丁目１番２１号                  
大字末武中８９５番地７                  潮音町五丁目１番２１号                  
大字末武中８９５番地１１                潮音町三丁目１９番２１号                
大字末武中８９５番地１２                潮音町三丁目１９番２０号                
大字末武中８９５番地１２                潮音町三丁目１９番２０号                
大字末武中８９５番地１６                潮音町五丁目１番２２号                  
大字末武中８９６番地１                  潮音町五丁目１番２８号                  
大字末武中８９６番地２                  潮音町五丁目１番３０号                  
大字末武中８９７番地１                  潮音町五丁目１番２６号                  
大字末武中８９８番地                    潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地                    潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番１号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番１号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番２号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地１                  潮音町五丁目２番３号                    
大字末武中８９８番地３                  潮音町五丁目２番３２号                  
大字末武中８９８番地５                  潮音町五丁目２番３３号                  
大字末武中８９８番地５                  潮音町五丁目２番３３号                  
大字末武中８９８番地６                  潮音町五丁目２番３９号                  
大字末武中８９８番地６                  潮音町五丁目２番３９号                  
大字末武中９００番地８                  潮音町五丁目２番７号                    
大字末武中９００番地８                  潮音町五丁目２番７号                    
大字末武中９０２番地１                  潮音町三丁目１９番１３号                
大字末武中９０２番地１                  潮音町三丁目１９番１５号                
大字末武中９０２番地１                  潮音町三丁目１９番１５号                
大字末武中９０４番地１                  潮音町五丁目２番１０号                  
大字末武中９０５番地                    潮音町五丁目２番１１号                  
大字末武中９０６番地                    潮音町五丁目２番２４号                  
大字末武中９０６番地                    潮音町五丁目２番２４号                  
大字末武中９０７番地４                  潮音町五丁目６番２６号                  
大字末武中９０７番地５                  潮音町五丁目６番２５号                  
大字末武中９０７番地６                  潮音町五丁目６番６号                    
大字末武中９０７番地６                  潮音町五丁目６番１３号                  
大字末武中９０７番地６                  潮音町五丁目６番１０号                  
大字末武中９０８番地１                  潮音町四丁目６番８号                    
大字末武中９０８番地２                  潮音町五丁目５番４号                    
大字末武中９０８番地３                  潮音町五丁目５番８号                    
大字末武中９０８番地３                  潮音町五丁目５番８号                    
大字末武中９０８番地５                  潮音町五丁目６番１号                    
大字末武中９０８番地６                  潮音町五丁目５番３号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    



末武地区旧住所一覧
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大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地７                  潮音町五丁目５番５号                    
大字末武中９０８番地１５                潮音町五丁目５番１号                    
大字末武中９０８番地１５                潮音町五丁目５番２号                    
大字末武中９０８番地１８                潮音町五丁目６番５号                    
大字末武中９１０番地８                  潮音町四丁目６番５号                    
大字末武中９１１番地                    潮音町四丁目６番２２号                  
大字末武中９１１番地                    潮音町四丁目６番２２号                  
大字末武中９１１番地                    潮音町四丁目６番２５号                  
大字末武中９１１番地１                  潮音町四丁目６番２４号                  
大字末武中９１１番地２                  潮音町四丁目６番２３号                  
大字末武中９１１番地２                  潮音町四丁目６番２３号                  
大字末武中９１１番地７                  潮音町四丁目６番２６号                  
大字末武中９１２番地１                  潮音町五丁目１１番１号                  
大字末武中９１２番地５                  潮音町四丁目１３番３８号                
大字末武中９１２番地９                  潮音町五丁目１１番４１号                
大字末武中９１２番地１３                潮音町四丁目１３番１号                  
大字末武中９１２番地１４                潮音町四丁目１３番３号                  
大字末武中９１２番地１８                潮音町四丁目１３番５号                  
大字末武中９２５番地１                  潮音町四丁目１３番２５号                
大字末武中９２８番地                    潮音町四丁目１３番３５号                
大字末武中９２８番地                    潮音町四丁目１３番３５号                
大字末武中９２９番地                    潮音町四丁目１３番２９号                
大字末武中９３０番地３                  潮音町四丁目１４番３２号                
大字末武中９３０番地３                  潮音町四丁目１４番３２号                
大字末武中９３１番地５                  潮音町四丁目１４番３号                  
大字末武中９３１番地５                  潮音町四丁目１４番３号                  
大字末武中９３１番地８                  潮音町四丁目１４番５号                  
大字末武中９３２番地                    潮音町四丁目１４番７号                  
大字末武中９３２番地                    潮音町四丁目１４番７号                  
大字末武中９３２番地                    潮音町四丁目１４番１号                  
大字末武中９５５番地５                  潮音町五丁目１３番１７号                
大字末武中９５５番地７                  潮音町五丁目１３番２０号                
大字末武中９５８番地３                  潮音町五丁目１３番１２号                
大字末武中９５８番地７                  潮音町五丁目１３番１５号                
大字末武中９５８番地７                  潮音町五丁目１３番１５号                
大字末武中９５８番地１１                潮音町五丁目１３番１号                  
大字末武中９５８番地１２                潮音町五丁目１３番３号                  
大字末武中９５８番地１３                潮音町五丁目１３番５号                  
大字末武中９５８番地１６                潮音町五丁目１３番８号                  
大字末武中９５８番地１７                潮音町五丁目１３番７号                  
大字末武中９５８番地１７                潮音町五丁目１３番７号                  
大字末武中９６０番地２                  潮音町五丁目１０番３４号                
大字末武中９６０番地２                  潮音町五丁目１０番３４号                
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
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大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番２号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６１番地１                  潮音町五丁目８番１号                    
大字末武中９６２番地２                  潮音町五丁目７番１７号                  
大字末武中９６３番地２                  潮音町五丁目７番５号                    
大字末武中９６３番地２                  潮音町五丁目７番５号                    
大字末武中９６４番地第１                潮音町五丁目７番１０号                  
大字末武中９６８番地                    潮音町五丁目７番１１号                  
大字末武中９６８番地                    潮音町五丁目７番１１号                  
大字末武中９６９番地                    潮音町五丁目７番１２号                  
大字末武中９７０番地１７                潮音町五丁目６番７号                    
大字末武中９７２番地                    潮音町五丁目７番１４号                  
大字末武中９７４番地１                  潮音町五丁目７番１８号                  
大字末武中９７６番地３                  潮音町五丁目９番６号                    
大字末武中９７６番地４                  潮音町五丁目９番１号                    
大字末武中９７６番地６                  潮音町五丁目９番３号                    
大字末武中９７７番地３                  潮音町五丁目１０番１０号                
大字末武中９７７番地５                  潮音町五丁目１０番３２号                
大字末武中９７７番地１１                潮音町五丁目１０番１１号                
大字末武中９７７番地１３                潮音町五丁目１０番２８号                
大字末武中９７７番地１３                潮音町五丁目１０番２８号                
大字末武中９８０番地４                  潮音町五丁目１４番３号                  
大字末武中９８０番地４                  潮音町五丁目１４番３号                  
大字末武中９８０番地６                  潮音町五丁目１４番３３号                
大字末武中９８０番地９                  潮音町五丁目１４番１号                  
大字末武中９８１番地１                  潮音町五丁目１５番２２号                
大字末武中９８１番地４                  潮音町五丁目１５番８号                  
大字末武中９８１番地６                  潮音町五丁目１５番１０号                
大字末武中９８１番地８                  潮音町五丁目１５番２号                  
大字末武中９８１番地９                  潮音町五丁目１５番１号                  
大字末武中９８１番地１２                潮音町五丁目１５番２０号                
大字末武中９８１番地１３                潮音町五丁目１５番２１号                
大字末武中９８１番地１５                潮音町五丁目１５番２３号                
大字末武中９８１番地１８                潮音町五丁目１５番１３号                
大字末武中９８１番地１９                潮音町五丁目１５番１２号                
大字末武中９８２番地１３                潮音町五丁目１５番２４号                
大字末武中９８３番地２                  潮音町五丁目１６番２７号                
大字末武中９８３番地５                  潮音町五丁目１５番４３号                
大字末武中９８５番地２                  潮音町五丁目１６番３０号                
大字末武中９８５番地５                  潮音町五丁目１６番３１号                
大字末武中９８６番地２                  潮音町五丁目１６番２８号                
大字末武中９８６番地３                  潮音町五丁目１６番２９号                
大字末武中９８７番地１                  潮音町七丁目８番３２号                  
大字末武下７０１番地７                  潮音町一丁目１４番１号                  
大字末武下７０１番地８                  潮音町一丁目１４番５７号                
大字末武下７０２番地                    潮音町一丁目９番３号                    
大字末武下７０２番地                    潮音町一丁目９番１５号                  
大字末武下７０２番地                    潮音町一丁目９番２０号                  
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大字末武下７０２番地１                  潮音町一丁目１０番１１号                
大字末武下７０２番地２                  潮音町一丁目９番８号                    
大字末武下７０２番地３                  潮音町一丁目１０番８号                  
大字末武下７０２番地８                   潮音町一丁目９番１５号                  
大字末武下７０２番地１８                潮音町一丁目１０番１３号                
大字末武下７０２番地３５                潮音町一丁目９番２０号                  
大字末武下７０２番地５０                潮音町一丁目１０番２６号                
大字末武下７０２番地５１                潮音町一丁目１０番２５号                
大字末武下７０２番地５７                潮音町一丁目９番５号                    
大字末武下７０２番地６０                潮音町一丁目１０番７号                  
大字末武下７０２番地６７                潮音町一丁目１０番１号                  
大字末武下７０２番地６７                潮音町一丁目１０番１号                  
大字末武下７０２番地６８                潮音町一丁目１０番２号                  
大字末武下７０２番地６９                潮音町一丁目１０番１０号                
大字末武下７０５番地１                  潮音町一丁目９番２８号                  
大字末武下７０６番地                    潮音町一丁目９番２９号                  
大字末武下７０６番地                    潮音町一丁目９番２９号                  
大字末武下７０７番地                    潮音町一丁目９番３０号                  
大字末武下７０８番地                    潮音町一丁目９番３１号                  
大字末武下７０９番地                    潮音町一丁目９番１号                    
大字末武下７１０番地１                  潮音町一丁目３番５号                    
大字末武下７１０番地１                  潮音町一丁目３番５号                    
大字末武下７１０番地４                  潮音町一丁目３番６号                    
大字末武下７１０番地５                  潮音町一丁目３番８号                    
大字末武下７１０番地５                  潮音町一丁目３番７号                    
大字末武下７１０番地８                  潮音町一丁目３番９号                    
大字末武下７１２番地                    潮音町一丁目３番２０号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１０号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１６号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１４号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１０号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１１号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１４号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１５号                  
大字末武下７１３番地                    潮音町一丁目３番１１号                  
大字末武下７１５番地                    潮音町一丁目２番８号                    
大字末武下７１５番地                    潮音町一丁目２番８号                    
大字末武下７１５番地１                  潮音町一丁目２番１５号                  
大字末武下７１５番地３                  潮音町一丁目２番７号                    
大字末武下７１５番地３                  潮音町一丁目２番６号                    
大字末武下７１５番地３                  潮音町一丁目２番６号                    
大字末武下７１５番地５                  潮音町一丁目２番１０号                  
大字末武下７１６番地９                  潮音町一丁目２番１９号                  
大字末武下７１６番地１１                潮音町一丁目２番４号                    
大字末武下７１６番地１１                潮音町一丁目２番４号                    
大字末武下７１７番地                    潮音町一丁目１番２号                    
大字末武下７１７番地                    潮音町一丁目１番２号                    
大字末武下７１８番地                    美里町四丁目１３番１号                  
大字末武下７２０番地１１                潮音町一丁目１０番７号                  
大字末武下７２０番地１１                潮音町一丁目１０番７号                  
大字末武下７２３番地                    潮音町一丁目１番１号                    
大字末武下７３０番地                    潮音町一丁目５番３５号                  
大字末武下７３０番地                    潮音町一丁目５番３５号                  
大字末武下７３０番地２                  潮音町一丁目５番２９号                  
大字末武下７３０番地２                  潮音町一丁目５番２９号                  
大字末武下７３０番地５                  潮音町一丁目５番３４号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下７３０番地６                  潮音町一丁目５番３０号                  
大字末武下７３１番地１                  潮音町一丁目５番２５号                  
大字末武下７３１番地２                  潮音町一丁目５番２８号                  
大字末武下７３２番地                    潮音町一丁目５番２２号                  
大字末武下７３３番地                    潮音町一丁目５番２１号                  
大字末武下７３３番地                    潮音町一丁目５番２０号                  
大字末武下７３４番地                    潮音町一丁目５番９号                    
大字末武下７３４番地２                  潮音町一丁目５番６号                    
大字末武下７３４番地３                  潮音町一丁目５番８号                    
大字末武下７３４番地４                  潮音町一丁目５番１０号                  
大字末武下７３４番地４                  潮音町一丁目５番１０号                  
大字末武下７３４番地８                  潮音町一丁目５番４号                    
大字末武下７３４番地１２                潮音町一丁目５番３号                    
大字末武下７３４番地１４                潮音町一丁目５番１９号                  
大字末武下７３４番地１４                潮音町一丁目４番３２号                  
大字末武下７３４番地１４                潮音町一丁目５番１号                    
大字末武下７３６番地                    潮音町一丁目５番１４号                  
大字末武下７３７番地                    潮音町一丁目４番２号                    
大字末武下７３７番地                    潮音町一丁目４番６号                    
大字末武下７３８番地                    潮音町一丁目４番５号                    
大字末武下７４０番地                    潮音町一丁目４番７号                    
大字末武下７４１番地                    潮音町一丁目４番３１号                  
大字末武下７４２番地                    潮音町一丁目４番１２号                  
大字末武下７４２番地                    潮音町一丁目４番１２号                  
大字末武下７４２番地                    潮音町一丁目４番１１号                  
大字末武下７４３番地                    潮音町一丁目６番１１号                  
大字末武下７４５番地                    潮音町一丁目４番２２号                  
大字末武下７４５番地                    潮音町一丁目４番１３号                  
大字末武下７４５番地                    潮音町一丁目４番２２号                  
大字末武下７４５番地                    潮音町一丁目４番２２号                  
大字末武下７４５番地１                  潮音町一丁目４番１５号                  
大字末武下７４５番地３                  潮音町一丁目４番１７号                  
大字末武下７４５番地４                  潮音町一丁目４番１８号                  
大字末武下７４５番地６                  潮音町一丁目４番２０号                  
大字末武下７４６番地１                  潮音町一丁目４番２６号                  
大字末武下７４６番地４                  潮音町一丁目４番２７号                  
大字末武下７４６番地６                  潮音町一丁目４番３０号                  
大字末武下７４６番地８                  潮音町一丁目４番２２号                  
大字末武下７４７番地                    潮音町一丁目６番６号                    
大字末武下７４８番地                    潮音町一丁目６番７号                    
大字末武下７４９番地１                  潮音町一丁目６番１０号                  
大字末武下７４９番地３                  潮音町一丁目６番１７号                  
大字末武下７４９番地５                  潮音町一丁目６番８号                    
大字末武下７４９番地５                  潮音町七丁目１１番２０－３０３号        
大字末武下７５４番地１                  潮音町二丁目５番４号                    
大字末武下７５５番地                    潮音町二丁目５番６号                    
大字末武下７５５番地３                  潮音町二丁目５番７号                    
大字末武下７５５番地４                  潮音町二丁目５番８号                    
大字末武下７５６番地２                  潮音町二丁目５番１０号                  
大字末武下７５７番地３                  潮音町二丁目５番２号                    
大字末武下７６０番地３                  潮音町一丁目６番２４号                  
大字末武下７６０番地４                  潮音町一丁目６番２０号                  
大字末武下７６１番地１                  潮音町一丁目１番１号                    
大字末武下７７０番地１                  美里町四丁目１５番１８号                
大字末武下７７０番地１                  美里町四丁目１５番１８号                
大字末武下７７０番地１                  美里町四丁目１５番１８号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下７７０番地１                  美里町四丁目１５番１８号                
大字末武下７７０番地２                  美里町四丁目１５番１１号                
大字末武下７７０番地３                  美里町四丁目１５番７号                  
大字末武下７７０番地３                  美里町四丁目１５番７号                  
大字末武下７７０番地４                  美里町四丁目１５番８号                  
大字末武下７７０番地４                  美里町四丁目１５番８号                  
大字末武下７７０番地６                  美里町四丁目１５番１０号                
大字末武下７７１番地４                  美里町四丁目１５番５号                  
大字末武下７７１番地４                  美里町四丁目１５番５号                  
大字末武下７７１番地５                  美里町四丁目１５番６号                  
大字末武下７７２番地１                  美里町四丁目１５番３号                  
大字末武下７７２番地４                  美里町四丁目１５番２５号                
大字末武下７７２番地６                  美里町四丁目１５番１号                  
大字末武下７７３番地８                  瑞穂町一丁目６番２６号                  
大字末武下７７３番地１０                瑞穂町一丁目６番２４号                  
大字末武下７７３番地１９                瑞穂町一丁目８番２１号                  
大字末武下７７３番地２０                瑞穂町一丁目８番２０号                  
大字末武下７７４番地３                  瑞穂町一丁目８番１８号                  
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７６番地１                  瑞穂町一丁目８番８号                    
大字末武下７７８番地２                  潮音町二丁目１番３７号                  
大字末武下７７８番地２                  潮音町二丁目１番３７－２０２号          
大字末武下７７８番地２                  潮音町二丁目１番３７－３０２号          
大字末武下７７８番地２                  潮音町二丁目１番３７－２０１号          
大字末武下７７８番地２                  潮音町二丁目１番３７－３０１号          
大字末武下７７９番地１                  潮音町二丁目１番１号                    
大字末武下７８２番地４                  潮音町二丁目１番１２号                  
大字末武下７８２番地４                  潮音町二丁目１番１２号                  
大字末武下７８３番地２                  潮音町二丁目５番１７号                  
大字末武下７８３番地３                  潮音町二丁目５番１５号                  
大字末武下７８４番地１                  潮音町二丁目５番１９号                  
大字末武下７８４番地１                  潮音町二丁目５番１８号                  
大字末武下７８５番地３                  潮音町二丁目５番１３号                  
大字末武下７８６番地４                  潮音町二丁目２番３２号                  
大字末武下７８６番地４                  潮音町二丁目２番３２号                  
大字末武下７８６番地５                  潮音町二丁目２番３３号                  
大字末武下７８６番地６                  潮音町二丁目２番３４号                  
大字末武下７８６番地９                  潮音町二丁目２番３７号                  
大字末武下７８６番地９                  潮音町二丁目２番３７号                  
大字末武下７８６番地１０                潮音町二丁目２番３８号                  
大字末武下７８６番地１１                潮音町二丁目２番４０号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  
大字末武下７８７番地８                  潮音町二丁目２番２６号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下７８８番地５                  潮音町二丁目２番２０号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地６                  潮音町二丁目２番１６号                  
大字末武下７８８番地７                  潮音町二丁目２番１８号                  
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番５号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番１号                    
大字末武下７８９番地３                  潮音町二丁目２番５号                    
大字末武下７９２番地１                  瑞穂町一丁目９番８号                    
大字末武下７９２番地５                  瑞穂町一丁目９番１０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番３０号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地２                  瑞穂町一丁目７番２９号                  
大字末武下７９４番地５                  瑞穂町一丁目７番１号                    
大字末武下７９４番地６                  瑞穂町一丁目７番３号                    
大字末武下７９４番地７                  瑞穂町一丁目７番５号                    
大字末武下７９４番地８                  瑞穂町一丁目７番８号                    
大字末武下７９４番地９                  瑞穂町一丁目７番７号                    
大字末武下７９４番地１１                瑞穂町一丁目７番１２号                  
大字末武下７９４番地１３              瑞穂町一丁目７番１５号                  
大字末武下７９４番地１３                瑞穂町一丁目７番１６号                  
大字末武下７９４番地１３                瑞穂町一丁目７番１３号                  
大字末武下７９４番地１３                瑞穂町一丁目７番１６号                  
大字末武下７９４番地１３                瑞穂町一丁目７番１４号                  
大字末武下７９５番地７                  瑞穂町一丁目１１番３３号                
大字末武下７９５番地９                  瑞穂町一丁目１１番２８号                
大字末武下７９５番地１０                瑞穂町一丁目１１番３１号                
大字末武下７９５番地１１                瑞穂町一丁目１１番３０号                
大字末武下７９５番地１２                瑞穂町一丁目１１番２９号                
大字末武下７９６番地１                  瑞穂町一丁目１１番１６号                
大字末武下７９６番地１                  瑞穂町一丁目１７番１２号                
大字末武下７９６番地２                  瑞穂町一丁目１１番１７号                
大字末武下７９６番地３                  瑞穂町一丁目１１番１９号                
大字末武下７９６番地４                  瑞穂町一丁目１１番２１号                
大字末武下７９６番地４                  瑞穂町一丁目１１番２１号                



末武地区旧住所一覧
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大字末武下７９６番地４                  瑞穂町一丁目１１番２１号                
大字末武下７９７番地５                  瑞穂町一丁目１１番３号                  
大字末武下７９７番地７                  瑞穂町一丁目１１番７号                  
大字末武下７９７番地８                  瑞穂町一丁目１１番１号                  
大字末武下７９７番地９                  瑞穂町一丁目１１番２号                  
大字末武下７９７番地１０                瑞穂町一丁目１１番１０号                
大字末武下７９７番地１１                瑞穂町一丁目１１番８号                  
大字末武下７９８番地２                  瑞穂町一丁目１０番１８号                
大字末武下７９８番地２                  瑞穂町一丁目１０番１８号                
大字末武下７９８番地２                  瑞穂町一丁目１０番１８号                
大字末武下７９８番地７                  瑞穂町一丁目１０番１４号                
大字末武下７９８番地１０                瑞穂町一丁目１０番１２号                
大字末武下８０１番地１                  瑞穂町一丁目１０番１号                  
大字末武下８０３番地１                  潮音町二丁目３番１１号                  
大字末武下８０３番地１                  潮音町二丁目３番１６号                  
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０４番地１                  潮音町二丁目３番８号                    
大字末武下８０５番地３                  潮音町二丁目３番７号                    
大字末武下８０５番地３                  潮音町二丁目３番７号                    
大字末武下８０６番地３                  潮音町二丁目３番４号                    
大字末武下８０６番地４                  潮音町二丁目３番３号                    
大字末武下８０７番地２                  潮音町二丁目４番９号                    
大字末武下８０７番地３                  潮音町二丁目３番１号                    
大字末武下８０９番地                    潮音町二丁目４番３号                    
大字末武下８０９番地１                  潮音町二丁目４番１号                    
大字末武下８１０番地１                  潮音町二丁目４番５号                    
大字末武下８１２番地                    潮音町三丁目４番１号                    
大字末武下８１２番地１                  潮音町三丁目４番１号                    
大字末武下８１２番地１                  潮音町三丁目４番１号                    
大字末武下８１２番地２                  潮音町三丁目４番３号                    
大字末武下８１２番地２                  潮音町三丁目４番３号                    
大字末武下８１２番地４                  潮音町三丁目４番５号                    
大字末武下８１２番地６                  潮音町三丁目４番１２号                  
大字末武下８１２番地６                  潮音町三丁目４番１２号                  
大字末武下８１２番地６                  潮音町三丁目４番１２号                  
大字末武下８１２番地８                  潮音町三丁目４番６号                    
大字末武下８１２番地１１                潮音町三丁目４番１７号                  
大字末武下８１２番地１２                潮音町三丁目４番１５号                  
大字末武下８１２番地１３                潮音町三丁目４番１８号                  
大字末武下８１３番地２                  潮音町三丁目５番１号                    
大字末武下８１３番地２                  潮音町三丁目５番１号                    
大字末武下８１５番地２                  潮音町三丁目５番６号                    
大字末武下８１５番地３                  潮音町三丁目５番８号                    
大字末武下８１５番地３                  潮音町三丁目５番９号                    
大字末武下８１５番地３                  潮音町三丁目５番７号                    
大字末武下８１５番地３                  潮音町三丁目５番５号                    
大字末武下８１５番地５                  潮音町三丁目５番７号                    
大字末武下８１５番地５                  潮音町三丁目５番７号                    
大字末武下８１５番地５                  潮音町三丁目５番７号                    
大字末武下８１６番地２                  潮音町三丁目５番２３号                  
大字末武下８１６番地６                  潮音町三丁目５番１４号                  
大字末武下８１６番地７                  潮音町三丁目５番１５号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８１６番地８                  潮音町三丁目５番１８号                  
大字末武下８１６番地９                  潮音町三丁目５番１３号                  
大字末武下８１６番地１０                潮音町三丁目５番１２号                  
大字末武下８１６番地１１                潮音町三丁目５番１１号                  
大字末武下８１７番地１                  潮音町三丁目７番１５号                  
大字末武下８１７番地３                  潮音町三丁目７番１１号                  
大字末武下８１７番地４                  潮音町三丁目７番８号                    
大字末武下８１７番地５                  潮音町三丁目７番５号                    
大字末武下８１７番地６                  潮音町三丁目７番１号                    
大字末武下８１７番地７                  潮音町三丁目７番１０号                  
大字末武下８１７番地８                  潮音町三丁目７番９号                    
大字末武下８１７番地９                  潮音町三丁目７番７号                    
大字末武下８１７番地１０                潮音町三丁目７番６号                    
大字末武下８１７番地１０                潮音町三丁目７番６号                    
大字末武下８１７番地１４                潮音町三丁目７番１４号                  
大字末武下８１９番地３                  潮音町三丁目７番１９号                  
大字末武下８１９番地３                  潮音町三丁目７番１８号                  
大字末武下８２１番地１                  潮音町三丁目６番１０号                  
大字末武下８２１番地１                  潮音町三丁目６番１０号                  
大字末武下８２１番地１                  潮音町三丁目６番１０号                  
大字末武下８２５番地３                  潮音町三丁目３番１４号                  
大字末武下８２６番地２                  潮音町三丁目３番８号                    
大字末武下８２６番地４                  潮音町三丁目３番７号                    
大字末武下８２６番地５                  潮音町三丁目３番６号                    
大字末武下８２６番地６                  潮音町三丁目３番５号                    
大字末武下８２６番地７                  潮音町三丁目３番３号                    
大字末武下８２６番地８                  潮音町三丁目３番１号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番１号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番１号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番１号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番２号                    
大字末武下８２８番地１                  潮音町三丁目２番１号                    
大字末武下８２８番地３                  潮音町三丁目２番８号                    
大字末武下８２８番地５                  潮音町三丁目２番９号                    
大字末武下８２８番地６                  潮音町三丁目２番１２号                  
大字末武下８２８番地６                  潮音町三丁目２番１２号                  
大字末武下８２８番地７                  潮音町三丁目２番６号                    
大字末武下８２８番地１０                潮音町三丁目２番５号                    
大字末武下８２８番地１１                潮音町三丁目２番７号                    
大字末武下８２９番地２                  潮音町三丁目２番２２号                  
大字末武下８２９番地２                  潮音町三丁目２番２２号                  
大字末武下８２９番地５                  潮音町三丁目２番２１号                  
大字末武下８２９番地６                  潮音町三丁目２番１８号                  
大字末武下８２９番地７                  潮音町三丁目２番１７号                  
大字末武下８２９番地８                  潮音町三丁目２番１６号                  
大字末武下８２９番地８                  潮音町三丁目２番１６号                  
大字末武下８３１番地２                  潮音町三丁目１番８号                    
大字末武下８３１番地４                  潮音町三丁目１番３号                    
大字末武下８３１番地５                  潮音町三丁目１番７号                    
大字末武下８３２番地１                  瑞穂町一丁目１９番１４号                
大字末武下８３２番地２                  瑞穂町一丁目１９番１５号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８３２番地３                  瑞穂町一丁目１９番１３号                
大字末武下８３３番地１                  瑞穂町一丁目１９番１２号                
大字末武下８３３番地１                  瑞穂町一丁目１９番１２号                
大字末武下８３３番地２                  瑞穂町一丁目１９番１１号                
大字末武下８３４番地                    瑞穂町一丁目２０番２号                  
大字末武下８３５番地３                  瑞穂町一丁目２０番１０号                
大字末武下８３６番地２                  瑞穂町一丁目１９番５号                  
大字末武下８３６番地３                  瑞穂町一丁目１９番６号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番１号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３７番地                    瑞穂町一丁目１９番３号                  
大字末武下８３８番地３                  瑞穂町一丁目２０番１１号                
大字末武下８３９番地３                  瑞穂町一丁目２０番１３号                
大字末武下８３９番地５                  瑞穂町一丁目２０番２０号                
大字末武下８４１番地３                  瑞穂町一丁目１７番３号                  
大字末武下８４２番地３                  瑞穂町一丁目１８番８号                  
大字末武下８４３番地１                  瑞穂町一丁目１７番７号                  
大字末武下８４３番地２                  瑞穂町一丁目１７番５号                  
大字末武下８４３番地５                  瑞穂町一丁目１７番８号                  
大字末武下８４３番地５                  瑞穂町一丁目１７番８号                  
大字末武下８４３番地５                  瑞穂町一丁目１７番８号                  
大字末武下８４３番地５                  瑞穂町一丁目１７番８号                  
大字末武下８４４番地１                  瑞穂町一丁目１８番７号                  
大字末武下８４４番地１                  瑞穂町一丁目１８番７号                  
大字末武下８４６番地４                  瑞穂町一丁目１７番１０号                
大字末武下８４６番地５                  瑞穂町一丁目１７番１１号                
大字末武下８４７番地１                  瑞穂町二丁目６番１５号                  
大字末武下８４７番地３                  瑞穂町二丁目６番１号                    
大字末武下８４７番地４                  瑞穂町二丁目６番３号                    
大字末武下８４７番地５                  瑞穂町二丁目６番５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６号                    
大字末武下８４７番地８                  瑞穂町二丁目６番１０号                  
大字末武下８４７番地１０                瑞穂町二丁目６番１７号                  
大字末武下８４７番地１１                瑞穂町二丁目６番１３号                  
大字末武下８４９番地２                  瑞穂町二丁目６番２０号                  
大字末武下８４９番地３                  瑞穂町二丁目６番２１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６番２２号                  
大字末武下８５１番地２                  瑞穂町二丁目７番１号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８５３番地１                  瑞穂町二丁目７番１２号                  
大字末武下８５３番地３                  瑞穂町二丁目７番１４号                  
大字末武下８５３番地７                  瑞穂町二丁目７番１３号                  
大字末武下８５５番地３                  瑞穂町二丁目８番１７号                  
大字末武下８５５番地４                  瑞穂町二丁目８番１５号                  
大字末武下８５５番地５                  瑞穂町二丁目８番１４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１３号                  
大字末武下８５６番地７                  瑞穂町二丁目８番１９号                  
大字末武下８５７番地１０                瑞穂町二丁目５番６号                    
大字末武下８５７番地１１                瑞穂町二丁目５番１号                    
大字末武下８５７番地１２                瑞穂町二丁目５番２号                    
大字末武下８５８番地１                  瑞穂町二丁目５番１０号                  
大字末武下８５８番地３                  瑞穂町二丁目５番１２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５番１４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１１号                  
大字末武下８５９番地                    瑞穂町二丁目１２番８号                  
大字末武下８５９番地４                  瑞穂町二丁目１２番１号                  
大字末武下８５９番地５                  瑞穂町二丁目１２番３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６号                  
大字末武下８５９番地７                  瑞穂町二丁目１２番５号                  
大字末武下８６０番地                    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１９号                
大字末武下８６０番地１                  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１４号                
大字末武下８６０番地１                  瑞穂町二丁目１２番１８号                
大字末武下８６０番地３                  瑞穂町二丁目１２番２１号                
大字末武下８６１番地３                  瑞穂町二丁目１２番２５号                
大字末武下８６１番地４                  瑞穂町二丁目１２番２６号                
大字末武下８６１番地５                  瑞穂町二丁目１２番２７号                
大字末武下８６１番地６                  瑞穂町二丁目１２番２８号                
大字末武下８６１番地７                  瑞穂町二丁目１２番２９号                
大字末武下８６１番地８                  瑞穂町二丁目１２番３０号                
大字末武下８６１番地９                  瑞穂町二丁目１２番３１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１７号                  
大字末武下８６２番地５                  瑞穂町二丁目９番１１号                  
大字末武下８６２番地６                  瑞穂町二丁目９番１４号                  
大字末武下８６２番地７                  瑞穂町二丁目９番１５号                  
大字末武下８６２番地９                  瑞穂町二丁目９番１８号                  
大字末武下８６２番地１２                瑞穂町二丁目９番１６号                  
大字末武下８６２番地１３                瑞穂町二丁目９番１号                    
大字末武下８６２番地１４                瑞穂町二丁目９番７号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８６２番地１５                瑞穂町二丁目９番３号                    
大字末武下８６２番地１７                瑞穂町二丁目９番５号                    
大字末武下８６２番地１８                瑞穂町二丁目９番６号                    
大字末武下８６２番地２２                瑞穂町二丁目９番８号                    
大字末武下８６４番地２                  瑞穂町二丁目９番３７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８                  瑞穂町二丁目９番２７号                  
大字末武下８６４番地９                  瑞穂町二丁目９番２６号                  
大字末武下８６４番地１０                瑞穂町二丁目９番２４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２５号                  
大字末武下８６４番地１３                瑞穂町二丁目９番２８号                  
大字末武下８６４番地１４                瑞穂町二丁目９番３０号                  
大字末武下８６５番地５                  潮音町三丁目８番８号                    
大字末武下８６５番地５                  潮音町三丁目８番８号                    
大字末武下８６６番地                    潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地                    潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地                    潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地                    潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地１                  潮音町三丁目８番１号                    
大字末武下８６６番地４                  潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地４                  潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地４                  潮音町三丁目８番２号                    
大字末武下８６６番地４                  潮音町三丁目８番１号                    
大字末武下８６６番地５                  潮音町三丁目８番１１号                  
大字末武下８６６番地６                  潮音町三丁目８番１２号                  
大字末武下８６６番地６                  潮音町三丁目８番１２号                  
大字末武下８６６番地７                  潮音町三丁目８番１３号                  
大字末武下８６６番地８                  潮音町三丁目８番１０号                  
大字末武下８６６番地１０                潮音町三丁目８番５号                    
大字末武下８６７番地１                  潮音町三丁目８番１５号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１８号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１９号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１９号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１９号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１８号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１８号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１９号                  
大字末武下８６７番地７                  潮音町三丁目８番１８号                  
大字末武下８６９番地３                  潮音町三丁目８番３８号                  
大字末武下８６９番地５                  潮音町三丁目８番３３号                  
大字末武下８６９番地７                  潮音町三丁目８番３１号                  
大字末武下８６９番地８                  潮音町三丁目８番３０号                  
大字末武下８６９番地９                  潮音町三丁目８番２９号                  
大字末武下８７０番地３                  潮音町三丁目８番４３号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８７０番地４                  潮音町三丁目８番３９号                  
大字末武下８７０番地５                  潮音町三丁目８番４５号                  
大字末武下８７０番地６                  潮音町三丁目８番４６号                  
大字末武下８７０番地６                  潮音町三丁目８番４６号                  
大字末武下８７０番地７                  潮音町三丁目８番４８号                  
大字末武下８７０番地８                  潮音町三丁目８番４７号                  
大字末武下８７１番地１                  潮音町三丁目１０番１号                  
大字末武下８７１番地３                  潮音町三丁目１０番２２号                
大字末武下８７１番地３                  潮音町三丁目１０番２２号                
大字末武下８７２番地                    潮音町三丁目１０番７号                  
大字末武下８７３番地１                  潮音町三丁目１０番５号                  
大字末武下８７３番地２                  潮音町三丁目１０番３号                  
大字末武下８７４番地１                  潮音町三丁目１０番１０号                
大字末武下８７４番地１                  潮音町三丁目１０番１０号                
大字末武下８７４番地１                  潮音町三丁目１０番１０号                
大字末武下８７４番地４                  潮音町三丁目１０番８号                  
大字末武下８７４番地５                  潮音町三丁目１０番２１号                
大字末武下８７５番地１                  潮音町三丁目９番１号                    
大字末武下８７５番地２                  潮音町三丁目９番３号                    
大字末武下８７５番地４                  潮音町三丁目９番５号                    
大字末武下８７６番地１                  潮音町三丁目９番１６号                  
大字末武下８７６番地１１                潮音町三丁目９番１４号                  
大字末武下８７６番地１２                潮音町三丁目９番１３号                  
大字末武下８７６番地１３                潮音町三丁目９番１２号                  
大字末武下８７６番地１４                潮音町三丁目９番１１号                  
大字末武下８７６番地１５                潮音町三丁目９番１０号                  
大字末武下８７６番地１６                潮音町三丁目９番７号                    
大字末武下８７７番地４                  潮音町三丁目９番１９号                  
大字末武下８７８番地１                  潮音町三丁目９番２６号                  
大字末武下８７８番地６                  潮音町三丁目９番２０号                  
大字末武下８７９番地１                  瑞穂町二丁目１０番５号                  
大字末武下８７９番地５                  瑞穂町二丁目１０番３号                  
大字末武下８７９番地６                  瑞穂町二丁目１０番２号                  
大字末武下８７９番地８                  瑞穂町二丁目１０番１号                  
大字末武下８８０番地４                  瑞穂町二丁目１０番１２号                
大字末武下８８０番地５                  瑞穂町二丁目１０番８号                  
大字末武下８８１番地                    瑞穂町二丁目１１番２０－４０２号        
大字末武下８８１番地１                  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１－１０５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１－１１０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１－２０２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１－３０３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１－２０１号          



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
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１－３０２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１－３１０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１－２１２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１－１０３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１－３１３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１－１０２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１－３１１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２１番１７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１１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２０－４０１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２０－１０３号        
大字末武下８８１番地５                  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２０－１０２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２０－１０４号        
大字末武下８８１番地５                  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１１番２０－３０３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１１                瑞穂町二丁目１１番１０号                
大字末武下８８１番地１２                瑞穂町二丁目１１番９号                  
大字末武下８８１番地１３                瑞穂町二丁目１１番８号                  
大字末武下８８１番地１４                瑞穂町二丁目１１番７号                  
大字末武下８８１番地１５                瑞穂町二丁目１１番６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１５－３０４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１５－２０２号        
大字末武下８８２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１５－３０３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１５－１０１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１５－２０３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２０－１０１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１５－４０４号        
大字末武下８８２番地                    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１５－２０１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１５－２０４号        
大字末武下８８６番地１                  瑞穂町二丁目４番２０号                  



末武地区旧住所一覧
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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１０号                  
大字末武下８８７番地３                  瑞穂町二丁目４番３４号                  
大字末武下８８７番地８                  瑞穂町二丁目４番１号                    
大字末武下８８７番地９                  瑞穂町二丁目４番３号                    
大字末武下８８７番地１０                瑞穂町二丁目４番５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６号                    
大字末武下８８７番地１３                瑞穂町二丁目４番３０号                  
大字末武下８８７番地１４                瑞穂町二丁目４番３１号                  
大字末武下８８７番地１５                瑞穂町二丁目４番３２号                  
大字末武下８８７番地１６                瑞穂町二丁目４番３３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７号                    
大字末武下８８７番地２０                瑞穂町二丁目４番８号                    
大字末武下８８７番地２２                瑞穂町二丁目４番９号                    
大字末武下８８８番地３                  瑞穂町二丁目２番８号                    
大字末武下８８８番地５                  瑞穂町二丁目２番１２号                  
大字末武下８８８番地２４                瑞穂町二丁目２番１０号                  
大字末武下８８９番地１                  瑞穂町二丁目１番１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１１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１４号                  
大字末武下８８９番地１２                瑞穂町二丁目１番６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１番２５号                  
大字末武下８９０番地８                  瑞穂町二丁目３番１０号                  
大字末武下８９１番地                    瑞穂町二丁目３番１２号                  
大字末武下８９１番地５                  瑞穂町二丁目３番１１号                  
大字末武下８９１番地６                  瑞穂町二丁目３番２６号                  
大字末武下８９１番地７                  瑞穂町二丁目３番２５号                  
大字末武下８９２番地１                  瑞穂町一丁目１５番１号                  
大字末武下８９２番地４                  瑞穂町一丁目１５番６号                  
大字末武下８９４番地４                  瑞穂町一丁目１６番１４号                
大字末武下８９６番地１                  瑞穂町一丁目１６番６号                  
大字末武下８９６番地２                  瑞穂町一丁目１６番１１号                
大字末武下８９６番地２                  瑞穂町一丁目１６番１１号                
大字末武下８９６番地２                  瑞穂町一丁目１６番１１号                
大字末武下８９６番地４                  瑞穂町一丁目１６番１０号                
大字末武下８９６番地５                  瑞穂町一丁目１６番８号                  
大字末武下８９６番地６                  瑞穂町一丁目１６番７号                  
大字末武下８９７番地３                  瑞穂町一丁目１５番１２号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下８９７番地３                  瑞穂町三丁目６番３８号                  
大字末武下８９７番地４                  瑞穂町一丁目１５番１１号                
大字末武下８９７番地４                  瑞穂町一丁目１５番１１号                
大字末武下８９７番地５                  瑞穂町一丁目１５番１３号                
大字末武下８９８番地１                  瑞穂町一丁目１６番３号                  
大字末武下８９８番地１                  瑞穂町一丁目１６番３号                  
大字末武下８９８番地１                  瑞穂町一丁目１６番３号                  
大字末武下８９８番地１                  瑞穂町一丁目１６番３号                  
大字末武下８９８番地１                  瑞穂町一丁目１６番５号                  
大字末武下８９９番地３                  瑞穂町一丁目１５番２２号                
大字末武下８９９番地６                  瑞穂町一丁目１５番１９号                
大字末武下８９９番地７                  瑞穂町一丁目１５番１８号                
大字末武下８９９番地９                  瑞穂町一丁目１３番２２号                
大字末武下９００番地１２                瑞穂町一丁目１３番１３号                
大字末武下９００番地１３                瑞穂町一丁目１３番１１号                
大字末武下９００番地１４                瑞穂町一丁目１４番７号                  
大字末武下９００番地１７                瑞穂町一丁目１４番５号                  
大字末武下９００番地１８                瑞穂町一丁目１４番１号                  
大字末武下９００番地２７                瑞穂町一丁目１３番１７号                
大字末武下９００番地２７                瑞穂町一丁目１３番１７号                
大字末武下９０１番地２                  瑞穂町一丁目１３番８号                  
大字末武下９０２番地４                  瑞穂町一丁目１３番１号                  
大字末武下９０２番地４                  瑞穂町一丁目１３番１号                  
大字末武下９０２番地４                  瑞穂町一丁目１３番１号                  
大字末武下９０２番地５                  瑞穂町一丁目１４番１２号                
大字末武下９０２番地５                  瑞穂町一丁目１４番１５号                
大字末武下９０２番地６                  瑞穂町一丁目１４番１０号                
大字末武下９０７番地                    瑞穂町一丁目３番１４号                  
大字末武下９０７番地                    瑞穂町一丁目３番１４号                  
大字末武下９０７番地２                  瑞穂町一丁目３番１２号                  
大字末武下９０７番地２                  瑞穂町一丁目３番１２号                  
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番１０号                  
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番１０号                  
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番１０号                  
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番１０号                  
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９０８番地                    瑞穂町一丁目３番５号                    
大字末武下９１０番地                    瑞穂町一丁目１番２８号                  
大字末武下９１０番地１                  瑞穂町一丁目１２番２４号                
大字末武下９１０番地１２                瑞穂町一丁目１２番５号                  
大字末武下９１０番地１３                瑞穂町一丁目１２番１８号                
大字末武下９１０番地１３                瑞穂町一丁目１２番１３号                
大字末武下９１０番地１３                瑞穂町一丁目１２番１８号                
大字末武下９１０番地１４                瑞穂町一丁目１２番１６号                
大字末武下９１０番地１４                瑞穂町一丁目１２番１５号                
大字末武下９１０番地１４                瑞穂町一丁目１２番１４号                
大字末武下９１０番地１５                瑞穂町一丁目１２番１３号                
大字末武下９１０番地１５                瑞穂町一丁目１２番１３号                
大字末武下９１０番地１５                瑞穂町一丁目１２番１３号                
大字末武下９１０番地１８                瑞穂町一丁目４番７号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９１０番地１９                瑞穂町一丁目１２番１０号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２０                瑞穂町一丁目１２番１１号                
大字末武下９１０番地２１                瑞穂町一丁目１２番１２号                
大字末武下９１０番地３０                瑞穂町一丁目１２番２３号                
大字末武下９１０番地３１                瑞穂町一丁目１２番２２号                
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１１番地１                  瑞穂町一丁目３番１号                    
大字末武下９１２番地５                  瑞穂町一丁目２番１５号                  
大字末武下９１２番地５                  瑞穂町一丁目２番１５号                  
大字末武下９１２番地６                  瑞穂町一丁目２番１７号                  
大字末武下９１２番地７                  瑞穂町一丁目２番２３号                  
大字末武下９１２番地１３                瑞穂町一丁目２番１９号                  
大字末武下９１２番地１４                瑞穂町一丁目２番２１号                  
大字末武下９１４番地                    瑞穂町一丁目２番１２号                  
大字末武下９１７番地                    瑞穂町一丁目２番１号                    
大字末武下９１７番地１                    瑞穂町一丁目２番１号                    
大字末武下９２０番地２                  瑞穂町一丁目２番８号                    
大字末武下９２０番地４                  瑞穂町一丁目１番２２号                  
大字末武下９２０番地９                  瑞穂町一丁目１番１号                    
大字末武下９２０番地１１                瑞穂町一丁目１番２６号                  
大字末武下９２０番地１２                瑞穂町一丁目１番５号                    
大字末武下９２０番地１８                瑞穂町一丁目１番３１号                  
大字末武下９２０番地１８                瑞穂町一丁目１番３１号                  
大字末武下９２１番地７                  瑞穂町一丁目１番１７号                  
大字末武下９２２番地１                  瑞穂町一丁目５番３号                    
大字末武下９２２番地３                  瑞穂町一丁目５番１０号                  
大字末武下９２２番地３                  瑞穂町一丁目５番１０号                  
大字末武下９２２番地３                  瑞穂町一丁目５番１０号                  
大字末武下９２２番地３                  瑞穂町一丁目５番１０号                  
大字末武下９２２番地７                  瑞穂町一丁目５番２号                    
大字末武下９２２番地８                  瑞穂町一丁目５番１４号                  
大字末武下９２２番地９                  瑞穂町一丁目５番１８号                  
大字末武下９２２番地１０                瑞穂町一丁目５番７号                    
大字末武下９２２番地１１                瑞穂町一丁目５番１１号                  
大字末武下９２２番地１１                瑞穂町一丁目５番１１号                  
大字末武下９２２番地１１                瑞穂町一丁目５番１１号                  
大字末武下９２２番地１１                瑞穂町一丁目５番１１号                  
大字末武下９２２番地１３                瑞穂町一丁目５番１２号                  
大字末武下９２２番地１４                瑞穂町一丁目５番１９号                  
大字末武下９２３番地２                  美里町四丁目１０番１３号                
大字末武下９２３番地３                  美里町四丁目１０番１１号                
大字末武下９２３番地１０                美里町四丁目１０番２１号                
大字末武下９２３番地１１                美里町四丁目１０番１２号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９２３番地１１                美里町四丁目１０番１２号                
大字末武下９２３番地１３                美里町四丁目１０番１６号                
大字末武下９２３番地１５                美里町四丁目１０番６号                  
大字末武下９２３番地１６                美里町四丁目１０番５号                  
大字末武下９２３番地１８                美里町四丁目１０番３号                  
大字末武下９２４番地                    美里町四丁目１０番１０号                
大字末武下９２６番地３                  美里町四丁目９番１１号                  
大字末武下９２８番地                    美里町四丁目９番８号                    
大字末武下９２９番地３                  美里町四丁目９番５号                    
大字末武下９３０番地３                  美里町四丁目９番３号                    
大字末武下９３０番地４                  美里町四丁目９番３０号                  
大字末武下９３０番地６                  美里町四丁目９番１号                    
大字末武下９３０番地７                  美里町四丁目７番２２号                  
大字末武下９３０番地７                  美里町四丁目７番２２号                  
大字末武下９３１番地                    美里町四丁目７番１６号                  
大字末武下９３３番地１                  美里町四丁目７番２３号                  
大字末武下９３３番地１                  美里町四丁目７番２４号                  
大字末武下９３５番地                    美里町四丁目７番２５号                  
大字末武下９３６番地                    美里町四丁目７番１１号                  
大字末武下９３７番地１                  美里町四丁目８番１５号                  
大字末武下９３７番地３                  美里町四丁目８番８号                    
大字末武下９３８番地                    美里町四丁目８番１号                    
大字末武下９４０番地                    美里町四丁目８番１２号                  
大字末武下９４０番地２                  美里町四丁目１１番３３号                
大字末武下９４０番地３                  美里町四丁目１１番２８号                
大字末武下９４０番地３                  美里町四丁目１１番２７号                
大字末武下９４０番地４                  美里町四丁目１１番５号                  
大字末武下９４０番地５                  美里町四丁目１１番２６号                
大字末武下９４０番地５                  美里町四丁目１１番２５号                
大字末武下９４０番地１０                美里町四丁目１１番１６号                
大字末武下９４０番地１０                美里町四丁目１１番１６号                
大字末武下９４０番地１１                美里町四丁目１１番１５号                
大字末武下９４０番地１２                美里町四丁目１１番１３号                
大字末武下９４０番地１３                美里町四丁目１１番１４号                
大字末武下９４０番地１４                美里町四丁目１１番１９号                
大字末武下９４０番地１４                美里町四丁目１１番１９号                
大字末武下９４０番地１４                美里町四丁目１１番１９号                
大字末武下９４０番地１５                美里町四丁目１１番２２号                
大字末武下９４０番地１８                美里町四丁目１１番３号                  
大字末武下９４１番地                    美里町四丁目１４番７号                  
大字末武下９４１番地１７                美里町四丁目１３番３９号                
大字末武下９４１番地１８                美里町四丁目１３番３７号                
大字末武下９４１番地２１                美里町四丁目１４番１号                  
大字末武下９４１番地２２                美里町四丁目１４番２号                  
大字末武下９４１番地２２                美里町四丁目１４番２号                  
大字末武下９４１番地２３                美里町四丁目１４番３号                  
大字末武下９４１番地２４                美里町四丁目１４番５号                  
大字末武下９４１番地２５                美里町四丁目１４番６号                  
大字末武下９４１番地２７                美里町四丁目１４番８号                  
大字末武下９４１番地２９                美里町四丁目１４番１８号                
大字末武下９４１番地２９                美里町四丁目１４番１８号                
大字末武下９４１番地３１                美里町四丁目１４番１６号                
大字末武下９４１番地３２                美里町四丁目１４番１５号                
大字末武下９４１番地３３                美里町四丁目１４番１４号                
大字末武下９４１番地３４                美里町四丁目１４番１３号                
大字末武下９４１番地３５                美里町四丁目１４番１２号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９４１番地３５                美里町四丁目１４番１２号                
大字末武下９４１番地３６                美里町四丁目１４番１１号                
大字末武下９４３番地６                  美里町四丁目１１番２号                  
大字末武下９４３番地７                  美里町四丁目１１番１号                  
大字末武下９４３番地１６                美里町四丁目１２番３号                  
大字末武下９４３番地１７                美里町四丁目１２番１号                  
大字末武下９４３番地１８                美里町四丁目１２番７号                  
大字末武下９４３番地１９                美里町四丁目１２番８号                  
大字末武下９４３番地２０                美里町四丁目１２番５号                  
大字末武下９４４番地３                  美里町四丁目８番２５号                  
大字末武下９４６番地１                  美里町四丁目８番２２号                  
大字末武下９４８番地                    美里町四丁目７番７号                    
大字末武下９４９番地                    美里町四丁目７番１０号                  
大字末武下９５０番地                    美里町四丁目７番１号                    
大字末武下９５０番地１                  美里町四丁目７番２７号                  
大字末武下９５０番地３                  美里町四丁目７番２８号                  
大字末武下９５０番地６                  美里町四丁目７番３号                    
大字末武下９５１番地１                  美里町四丁目６番２１号                  
大字末武下９５２番地４                  美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地４                  美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地４                  美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地４                  美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地４                  美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地６                  美里町四丁目６番１３号                  
大字末武下９５２番地６                  美里町四丁目６番１２号                  
大字末武下９５２番地６                  美里町四丁目６番１４号                  
大字末武下９５２番地８                    美里町四丁目６番１７号                  
大字末武下９５２番地９                  美里町四丁目６番１５号                  
大字末武下９５２番地１３                    美里町四丁目６番１１号                  
大字末武下９５２番地１４                美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５２番地１４                美里町四丁目６番２４号                  
大字末武下９５５番地                    美里町四丁目６番８号                    
大字末武下９５６番地                    美里町四丁目６番２号                    
大字末武下９５６番地                    美里町四丁目５番８号                    
大字末武下９５６番地                    美里町四丁目２番８号                    
大字末武下９５６番地                    美里町四丁目６番２９号                  
大字末武下９５６番地                    美里町四丁目２番１０号                  
大字末武下９５６番地５                  美里町四丁目５番１０号                  
大字末武下９５６番地５                  美里町四丁目５番１０号                  
大字末武下９５６番地７                  美里町四丁目５番７号                    
大字末武下９５６番地７                  美里町四丁目５番６号                    
大字末武下９５６番地８                  美里町四丁目５番１号                    
大字末武下９５６番地８                  美里町四丁目５番１号                    
大字末武下９５６番地１１                美里町四丁目４番３号                    
大字末武下９５６番地１２                美里町四丁目５番１９号                  
大字末武下９５６番地１３                美里町四丁目４番８号                    
大字末武下９５６番地１４                美里町四丁目４番７号                    
大字末武下９５６番地１５                美里町四丁目４番６号                    
大字末武下９５６番地１５                美里町四丁目４番６号                    
大字末武下９５６番地１７                美里町四丁目６番５号                    
大字末武下９５６番地１９                美里町四丁目５番３０号                  
大字末武下９５６番地２２                美里町四丁目６番１号                    
大字末武下９５６番地２２                美里町四丁目６番２８号                  
大字末武下９５６番地２５                美里町四丁目４番５号                    
大字末武下９５６番地４０                美里町四丁目４番２８号                  
大字末武下９５６番地４９                美里町四丁目５番２９号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９５６番地５０                美里町四丁目４番２７号                  
大字末武下９５６番地５０                美里町四丁目４番２７号                  
大字末武下９５６番地５１                美里町四丁目４番２４号                  
大字末武下９５６番地５１                美里町四丁目４番２４号                  
大字末武下９５６番地５２                美里町四丁目４番２３号                  
大字末武下９５６番地５３                美里町四丁目４番２２号                  
大字末武下９５６番地５４                美里町四丁目４番１８号                  
大字末武下９５６番地５６                美里町四丁目４番３０号                  
大字末武下９５６番地６０                美里町四丁目４番１７号                  
大字末武下９５６番地６４                美里町四丁目４番３３号                  
大字末武下９５６番地６５                美里町四丁目５番１８号                  
大字末武下９５６番地７０                美里町四丁目５番２４号                  
大字末武下９５６番地７４                美里町四丁目５番２５号                  
大字末武下９５６番地７５                美里町四丁目４番３９号                  
大字末武下９５６番地７６                美里町四丁目４番３８号                  
大字末武下９５６番地７７                美里町四丁目４番３７号                  
大字末武下９５６番地８６                美里町四丁目４番３５号                  
大字末武下９５６番地９１                美里町四丁目５番２７号                  
大字末武下９５６番地９２                美里町四丁目５番２６号                  
大字末武下９５８番地１                  美里町四丁目１番３号                    
大字末武下９５８番地１                  美里町四丁目１番５号                    
大字末武下９５８番地９                  美里町四丁目１番７号                    
大字末武下９６０番地１                  美里町四丁目２番１号                    
大字末武下９６０番地１                  美里町四丁目２番１号                    
大字末武下９６０番地１                  美里町四丁目２番１号                    
大字末武下９６０番地１                  美里町四丁目２番１号                    
大字末武下９６０番地４                  美里町四丁目２番５号                    
大字末武下９６０番地７                  美里町四丁目２番２号                    
大字末武下９６０番地８                  美里町四丁目２番１号                    
大字末武下９６０番地２２                美里町四丁目２番３号                    
大字末武下９６０番地２２                美里町四丁目２番３号                    
大字末武下９６０番地２３                美里町四丁目２番６号                    
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１７号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１７号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１５号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１６号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１６号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１５号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１６号                  
大字末武下９６１番地                    美里町四丁目３番１７号                  
大字末武下９６１番地３                  美里町四丁目３番６号                    
大字末武下９６１番地４                  美里町四丁目３番３号                    
大字末武下９６１番地７                  美里町四丁目３番５号                    
大字末武下９６１番地８                  美里町四丁目３番８号                    
大字末武下９６１番地１５                美里町四丁目３番１０号                  
大字末武下９６１番地１５                美里町四丁目３番１０号                  
大字末武下９６１番地１６                美里町四丁目３番９号                  
大字末武下９６１番地１６                美里町四丁目３番９号                  
大字末武下９６１番地１６                美里町四丁目３番９号                  
大字末武下９６１番地１６                美里町四丁目３番９号                  
大字末武下９６１番地１８                美里町四丁目３番１７号                  
大字末武下９６１番地２０                美里町四丁目３番１６号                  
大字末武下９６１番地２０                美里町四丁目３番１６号                  
大字末武下９６７番地３                  美里町三丁目８番１０号                  
大字末武下９６７番地４                  美里町三丁目８番１号                    
大字末武下９６７番地８                  美里町三丁目８番３号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９６７番地１９                美里町三丁目８番５号                    
大字末武下９６７番地２２                美里町三丁目８番４号                    
大字末武下９６７番地２６                美里町三丁目８番８号                    
大字末武下９６８番地１                  美里町三丁目８番１４号                  
大字末武下９６９番地１                  美里町三丁目６番１号                    
大字末武下９６９番地５                  美里町三丁目６番３号                    
大字末武下９６９番地５                  美里町三丁目６番３号                    
大字末武下９６９番地６                  美里町三丁目６番２４号                  
大字末武下９６９番地７                  美里町三丁目６番２２号                  
大字末武下９６９番地１０                美里町三丁目６番２号                    
大字末武下９６９番地１０                美里町三丁目６番２号                    
大字末武下９７０番地１                  美里町三丁目４番３号                    
大字末武下９７０番地８                  美里町三丁目４番５号                    
大字末武下９７０番地８                  美里町三丁目４番５号                    
大字末武下９７１番地２                  美里町三丁目４番１号                    
大字末武下９７１番地６                  美里町三丁目４番２３号                  
大字末武下９７２番地２                  美里町三丁目５番５号                    
大字末武下９７２番地４                  美里町三丁目５番１号                    
大字末武下９７２番地７                  美里町三丁目４番１５号                  
大字末武下９７２番地８                  美里町三丁目５番３号                    
大字末武下９７２番地８                  美里町三丁目５番３号                    
大字末武下９７３番地２                  美里町三丁目５番１６号                  
大字末武下９７３番地３                  美里町三丁目５番８号                    
大字末武下９７５番地２                  美里町三丁目４番１３号                  
大字末武下９７７番地                    美里町三丁目４番１１号                  
大字末武下９７８番地１                  美里町三丁目４番８号                    
大字末武下９７９番地                    美里町三丁目１１番７号                  
大字末武下９８０番地３                  美里町三丁目１１番１０号                
大字末武下９８１番地３                  美里町三丁目１１番２号                  
大字末武下９８２番地                    美里町三丁目１２番２６号                
大字末武下９８３番地５                  美里町三丁目１２番２５号                
大字末武下９８３番地５                  美里町三丁目１２番２５号                
大字末武下９８３番地６                  美里町三丁目１２番１５号                
大字末武下９８３番地７                  美里町三丁目１２番１４号                
大字末武下９８５番地                    美里町三丁目１２番１８号                
大字末武下９８９番地                    美里町三丁目１２番１号                  
大字末武下９８９番地                    美里町三丁目１２番１号                  
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１４号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１４号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１４号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１８号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番２１号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１４号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１４号                
大字末武下９９１番地１                  美里町三丁目１１番１１号                
大字末武下９９１番地２                  美里町三丁目１１番２０号                
大字末武下９９１番地３                  美里町三丁目１１番１６号                
大字末武下９９１番地５                  美里町三丁目１１番１９号                
大字末武下９９１番地６                  美里町三丁目１１番２２号                
大字末武下９９１番地第１                美里町三丁目１１番１２号                
大字末武下９９２番地                    美里町三丁目１０番１９号                
大字末武下９９２番地                    美里町三丁目１０番１８号                
大字末武下９９２番地                    美里町三丁目１０番２３号                
大字末武下９９２番地２                  美里町三丁目１０番２３号                
大字末武下９９２番地３                    美里町三丁目１０番１９号                
大字末武下９９３番地                    美里町三丁目１０番５号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下９９４番地６                  美里町三丁目１０番２号                  
大字末武下９９４番地６                  美里町三丁目１０番２号                  
大字末武下９９４番地７                  美里町三丁目１０番１号                  
大字末武下９９４番地７                  美里町三丁目１０番１号                  
大字末武下９９３番地                    美里町三丁目１０番６号
大字末武下１０００番地                  美里町三丁目１０番２６号                
大字末武下１００２番地                  美里町三丁目９番１号                    
大字末武下１００５番地                  美里町三丁目９番８号                    
大字末武下１００５番地１                美里町三丁目９番６号                    
大字末武下１００５番地１                美里町三丁目９番１２号                  
大字末武下１００５番地３                美里町三丁目９番３号                    
大字末武下１００５番地１１              美里町三丁目９番６号                    
大字末武下１００５番地１１              美里町三丁目９番６号                    
大字末武下１００７番地１                美里町三丁目２４番６号                  
大字末武下１００７番地１                美里町三丁目２４番６号                  
大字末武下１００８番地                  美里町三丁目２４番８号                  
大字末武下１００８番地３                美里町三丁目２４番１号                  
大字末武下１００８番地３                美里町三丁目２４番１号                  
大字末武下１００８番地３                美里町三丁目２４番１号                  
大字末武下１００８番地３                美里町三丁目２４番１号                  
大字末武下１００８番地７                美里町三丁目２４番５号                  
大字末武下１００８番地８                美里町三丁目２４番３号                  
大字末武下１００８番地９                美里町三丁目２４番８号                  
大字末武下１００８番地９                美里町三丁目２４番８号                  
大字末武下１００８番地１０              美里町三丁目２４番１０号                
大字末武下１０１２番地１                美里町三丁目２４番１５号                
大字末武下１０１３番地                  美里町三丁目２４番１６号                
大字末武下１０１４番地１                美里町三丁目２４番１１号                
大字末武下１０１４番地１                美里町三丁目２４番１１号                
大字末武下１０１４番地１                美里町三丁目２４番１１号                
大字末武下１０１８番地                  美里町三丁目２４番１９号                
大字末武下１０２１番地                  美里町三丁目２３番１号                  
大字末武下１０２３番地１                美里町三丁目２３番３号                  
大字末武下１０２３番地３                美里町三丁目２３番２号                  
大字末武下１０２３番地３                美里町三丁目２３番２号                  
大字末武下１０２６番地                  美里町三丁目３番２３号                  
大字末武下１０２６番地                  美里町三丁目２３番１１号                
大字末武下１０２７番地                  美里町三丁目２３番１４号                
大字末武下１０２７番地                  美里町三丁目２３番１４号                
大字末武下１０２７番地１                美里町三丁目２３番１３号                
大字末武下１０２７番地２                美里町三丁目２３番１５号                
大字末武下１０２７番地４                美里町三丁目２３番１２号                
大字末武下１０２９番地１                美里町三丁目２３番２０号                
大字末武下１０３０番地                  美里町三丁目２３番１９号                
大字末武下１０３１番地                  美里町三丁目２２番１１号                
大字末武下１０３１番地                  美里町三丁目２２番１１号                
大字末武下１０３１番地                  美里町三丁目２２番１１号                
大字末武下１０３２番地                  美里町三丁目２２番２０号                
大字末武下１０３２番地２                美里町三丁目２１番１４号                
大字末武下１０３３番地１                美里町三丁目２１番１０号                
大字末武下１０３３番地１                美里町三丁目２１番１０号                
大字末武下１０３３番地３                美里町三丁目２１番１１号                
大字末武下１０３９番地                  美里町三丁目２１番２４号                
大字末武下１０４２番地３                美里町三丁目２２番２２号                
大字末武下１０４２番地９                美里町三丁目２１番７号                  
大字末武下１０４２番地１０              美里町三丁目２１番８号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１０４２番地１１              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１１              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１１              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１３              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１３              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１３              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１３              美里町三丁目２１番２５号                
大字末武下１０４２番地１４              美里町三丁目２１番５号                  
大字末武下１０４３番地                  美里町三丁目２１番２８号                
大字末武下１０４５番地３                美里町三丁目２２番２８号                
大字末武下１０４５番地５                美里町三丁目２２番７号                  
大字末武下１０４５番地５                美里町三丁目２２番７号                  
大字末武下１０４７番地                  美里町三丁目２２番３号                  
大字末武下１０４８番地                  美里町三丁目２２番１号                  
大字末武下１０５１番地                  美里町三丁目２１番３２号                
大字末武下１０５１番地                  美里町三丁目２１番３２号                
大字末武下１０５２番地１                美里町三丁目２０番１号                  
大字末武下１０５４番地                  美里町三丁目２０番６号                  
大字末武下１０５４番地                  美里町三丁目２０番６号                  
大字末武下１０５９番地２                美里町三丁目２０番１０号                
大字末武下１０６０番地                  美里町三丁目２５番１号                  
大字末武下１０６１番地１                美里町三丁目２５番２号                  
大字末武下１０６１番地１                美里町三丁目２５番２号                  
大字末武下１０６１番地１                美里町三丁目２５番２号                  
大字末武下１０６１番地４                美里町三丁目２５番３号                  
大字末武下１０６３番地                  美里町三丁目２５番５号                  
大字末武下１０６４番地７                望町二丁目９番１８号                    
大字末武下１０６４番地９                望町二丁目１３番２１号                  
大字末武下１０６４番地９                望町二丁目１３番２１号                  
大字末武下１０６４番地１０              望町二丁目１３番１号                    
大字末武下１０６４番地１２              望町二丁目９番１１号                    
大字末武下１０６４番地１６              美里町三丁目２５番２３号                
大字末武下１０６４番地１６              美里町三丁目２５番２３号                
大字末武下１０６４番地２０              美里町三丁目２５番２０号                
大字末武下１０６５番地                  望町二丁目１３番２２号                  
大字末武下１０６８番地                  望町二丁目１３番１５号                  
大字末武下１０６８番地                  望町二丁目１３番１５号                  
大字末武下１０６９番地４                望町二丁目１３番７号                    
大字末武下１０７１番地５                美里町三丁目２５番１２号                
大字末武下１０７２番地                  美里町三丁目２５番１８号                
大字末武下１０７２番地                  美里町三丁目２５番１８号                
大字末武下１０７２番地                  美里町三丁目２５番１８号                
大字末武下１０７３番地１                美里町三丁目２５番８号                  
大字末武下１０７３番地１                美里町三丁目２５番８号                  
大字末武下１０８１番地                  望町二丁目１２番２０号                  
大字末武下１０８１番地１                望町二丁目１２番２５号                  
大字末武下１０８１番地２                望町二丁目１２番２４号                  
大字末武下１０８１番地７                望町二丁目１２番２５号                  
大字末武下１０８１番地７                望町二丁目１２番２５号                  
大字末武下１０８１番地７                望町二丁目１２番２５号                  
大字末武下１０８２番地２                望町二丁目１２番３１号                  
大字末武下１０８２番地３                望町二丁目１２番３０号                  
大字末武下１０８３番地１                望町二丁目１２番９号                    
大字末武下１０８３番地２                望町二丁目１２番８号                    
大字末武下１０８３番地４                望町二丁目１２番５号                    
大字末武下１０８３番地４                望町二丁目１２番５号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１０８３番地４                望町二丁目１２番５号                    
大字末武下１０８３番地４                望町二丁目１２番５号                    
大字末武下１０８３番地６                望町二丁目１２番１０号                  
大字末武下１０８３番地６                望町二丁目１２番１０号                  
大字末武下１０８４番地２                望町二丁目１２番１５号                  
大字末武下１０８６番地                  望町二丁目１２番１号                    
大字末武下１０８６番地                  望町二丁目１２番２号                    
大字末武下１０８７番地                  望町二丁目１１番７号                    
大字末武下１０９０番地                  望町二丁目１１番２５号                  
大字末武下１０９１番地２                望町二丁目１１番２８号                  
大字末武下１０９４番地                  望町二丁目１１番５号                    
大字末武下１０９５番地                  望町二丁目１１番１号                    
大字末武下１０９６番地６                望町二丁目１０番１７号                  
大字末武下１０９６番地９                望町二丁目１０番１５号                  
大字末武下１０９６番地１０              望町二丁目１０番１４号                  
大字末武下１０９６番地１２              望町二丁目１０番１３号                  
大字末武下１０９６番地１３              望町二丁目１０番１２号                  
大字末武下１０９６番地１８              望町二丁目１０番１１号                  
大字末武下１０９８番地                  望町二丁目１０番３号                    
大字末武下１０９９番地                  望町二丁目１０番１号                    
大字末武下１１０１番地２                望町二丁目１０番２０号                  
大字末武下１１０１番地７                望町二丁目１０番２４号                  
大字末武下１１０１番地８                望町二丁目１０番２６号                  
大字末武下１１０２番地２              望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地２                望町三丁目１３番２８号                  
大字末武下１１０２番地２                望町三丁目１３番２８号                  
大字末武下１１０２番地２                望町三丁目１３番２８号                  
大字末武下１１０２番地２                望町三丁目１３番２８号                  
大字末武下１１０２番地５                望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地５                望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地５                望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地５                望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地５                望町三丁目１３番３０号                  
大字末武下１１０２番地６                望町三丁目１３番５号                    
大字末武下１１０２番地６                望町三丁目１３番５号                    
大字末武下１１０３番地３                望町三丁目１４番１号                    
大字末武下１１０３番地４                望町三丁目１４番２号                    
大字末武下１１０３番地５                望町三丁目１４番１８号                  
大字末武下１１０４番地１                望町三丁目１４番５号                    
大字末武下１１０５番地７                望町三丁目１４番６号                    
大字末武下１１０５番地８                望町三丁目１４番８号                    
大字末武下１１０５番地８                望町三丁目１４番８号                    
大字末武下１１０５番地１０              望町三丁目１４番１０号                  
大字末武下１１０６番地                  望町三丁目１７番１号                    
大字末武下１１０７番地２                望町三丁目１７番３号                    
大字末武下１１０８番地２                望町三丁目１７番２３号                  
大字末武下１１１２番地２                望町三丁目１８番１９号                  
大字末武下１１１３番地３                望町三丁目１７番１６号                  
大字末武下１１１３番地３                望町三丁目１７番１６号                  
大字末武下１１１３番地４                望町三丁目１８番１号                    
大字末武下１１１３番地６                望町三丁目１８番３号                    
大字末武下１１１３番地１４              望町三丁目１８番１８号                  
大字末武下１１１５番地３                望町三丁目１８番１０号                  
大字末武下１１１７番地                  望町三丁目１８番１４号                  
大字末武下１１１８番地                  望町三丁目１６番７号                    
大字末武下１１１９番地                  望町三丁目１６番１４号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１１９番地                  望町三丁目１６番３号                    
大字末武下１１２１番地                  望町三丁目１６番１７号                  
大字末武下１１２１番地                  望町三丁目１６番１７号                  
大字末武下１１２２番地１                望町三丁目１２番２７号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２２番地６                望町三丁目１５番８号                    
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地９                望町三丁目１６番２３号                  
大字末武下１１２２番地１１              望町三丁目１５番３４号                  
大字末武下１１２２番地１２              望町三丁目１２番２３号                  
大字末武下１１２２番地１３              望町三丁目１２番３１号                  
大字末武下１１２２番地１４              望町三丁目１２番２５号                  
大字末武下１１２２番地１６              望町三丁目１２番２４号                  
大字末武下１１２２番地２２              望町三丁目１６番２４号                  
大字末武下１１２２番地２２              望町三丁目１６番２４号                  
大字末武下１１２２番地２４              望町三丁目１６番２７号                  
大字末武下１１２２番地２７              望町三丁目１５番２６号                  
大字末武下１１２２番地２７              望町三丁目１５番２６号                  
大字末武下１１２２番地３０              望町三丁目１５番２７号                  
大字末武下１１２２番地３１              望町三丁目１５番２８号                  
大字末武下１１２２番地３２              望町三丁目１５番３１号                  
大字末武下１１２２番地３９              望町三丁目１５番５号                    
大字末武下１１２２番地３９              望町三丁目１５番５号                    
大字末武下１１２２番地４１              望町三丁目１５番１号                    
大字末武下１１２２番地４５              望町三丁目１５番３３号                  
大字末武下１１２２番地６３              望町三丁目１５番１８号                  
大字末武下１１２２番地６４              望町三丁目１５番１７号                  
大字末武下１１２２番地６６              望町三丁目１５番１４号                  
大字末武下１１２２番地６７              望町三丁目１５番１３号                  
大字末武下１１２２番地６８              望町三丁目１５番１１号                  
大字末武下１１２２番地６９              望町三丁目１６番３１号                  
大字末武下１１２２番地７０             望町三丁目１６番３６号                  
大字末武下１１２２番地７１              望町三丁目１６番３８号                  
大字末武下１１２２番地７２              望町三丁目１６番４７号                  
大字末武下１１２３番地２                望町三丁目１２番７号                    
大字末武下１１２３番地３                望町三丁目１５番３２号                  
大字末武下１１２３番地３                望町三丁目１２番８号                    
大字末武下１１２３番地３                望町三丁目１２番８号                    
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番４号                    
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番３号                    
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番２号                    
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番５号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番３号                    
大字末武下１１２３番地４                望町三丁目１２番６号                    
大字末武下１１２４番地３                望町三丁目１２番３４号                  
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番１０号                    
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番１０号                    
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番１０号                    
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番８号                      
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番１０号                    
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番８号                      
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番８号                      
大字末武下１１２５番地１                望町四丁目９番８号                      
大字末武下１１２５番地４                望町四丁目９番５号                      
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－２０５号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０３号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０３号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－４０５号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－１０５号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－４０４号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－２０２号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－４０２号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－２０１号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－４０１号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－２０４号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－１０１号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－１０４号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－４０３号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０１号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０２号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０５号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１号                    
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－１０３号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－２０３号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－３０４号            
大字末武下１１２６番地１                望町四丁目１４番１－１０２号            
大字末武下１１２７番地５                望町四丁目１４番３１号                  
大字末武下１１２７番地９                望町四丁目１４番３７号                  
大字末武下１１２７番地９                望町四丁目１４番３７号                  
大字末武下１１２７番地９                望町四丁目１４番３７号                  
大字末武下１１２７番地１０              望町四丁目１４番３４号                  
大字末武下１１２７番地１２              望町四丁目１４番１１号                  
大字末武下１１２７番地１２              望町四丁目１４番１０号                  
大字末武下１１２７番地２１              望町四丁目１４番１４号                  
大字末武下１１２７番地２２              望町四丁目１４番１５号                  
大字末武下１１２７番地２２              望町四丁目１４番１５号                  
大字末武下１１２９番地１                望町四丁目１４番４１号                  
大字末武下１１２９番地６                望町四丁目１４番３８号                  
大字末武下１１２９番地６                望町四丁目１４番３８号                  
大字末武下１１３０番地２                望町四丁目１４番５２号                  
大字末武下１１３０番地３                望町四丁目１４番５１号                  
大字末武下１１３０番地５                望町四丁目１４番５０号                  
大字末武下１１３１番地２                望町四丁目１４番５５号                  
大字末武下１１３２番地３                望町四丁目９番３－２０２号              
大字末武下１１３２番地３                望町四丁目９番３－２０１号              
大字末武下１１３２番地３                望町四丁目９番３－３０１号              
大字末武下１１３２番地３                望町四丁目９番３－３０２号              
大字末武下１１３２番地３                望町四丁目９番３号                      



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１３３番地３                望町四丁目４番２３号                    
大字末武下１１３３番地５                望町四丁目４番１８号                    
大字末武下１１３３番地１１              望町四丁目８番１号                      
大字末武下１１３３番地１４              望町四丁目８番７号                      
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１０号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地１                望町四丁目４番１１号                    
大字末武下１１３５番地２                望町四丁目４番１５号                    
大字末武下１１３５番地３                望町四丁目４番１４号                    
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番２号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番２号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番２号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番２号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地２                望町四丁目４番３号                      
大字末武下１１３６番地６                望町四丁目４番５号                      
大字末武下１１３６番地８                望町四丁目４番１号                      
大字末武下１１３７番地３                望町三丁目１１番３９号                  
大字末武下１１３７番地５                望町三丁目１１番３７号                  
大字末武下１１３７番地６                望町三丁目１１番３６号                  
大字末武下１１３７番地６                望町三丁目１１番３６号                  
大字末武下１１３７番地７                望町三丁目１１番３８号                  
大字末武下１１３８番地４                望町三丁目１１番４１号                  
大字末武下１１３８番地９                望町三丁目１１番１号                    
大字末武下１１３８番地１０              望町三丁目１１番４８号                  
大字末武下１１３８番地１４              望町三丁目１１番７号                    
大字末武下１１３８番地１５              望町三丁目１１番８号                    
大字末武下１１３８番地１７              望町三丁目１１番１０号                  
大字末武下１１３８番地１８              望町三丁目１１番１１号                  
大字末武下１１３８番地１８              望町三丁目１１番１１号                  
大字末武下１１３８番地１８              望町三丁目１１番１１号                  
大字末武下１１３８番地１８              望町三丁目１１番１１号                  
大字末武下１１３８番地１９              望町三丁目１１番１３号                  
大字末武下１１３８番地２０              望町三丁目１１番１４号                  
大字末武下１１３８番地２１              望町三丁目１１番４７号                  
大字末武下１１３９番地１                望町三丁目８番２９号                    
大字末武下１１３９番地１                望町三丁目８番３０号                    
大字末武下１１３９番地１                望町三丁目８番２７号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１３９番地１                望町三丁目８番２８号                    
大字末武下１１３９番地４                望町三丁目８番１１号                    
大字末武下１１３９番地５                望町三丁目８番１５号                    
大字末武下１１３９番地５                望町三丁目８番１３号                    
大字末武下１１３９番地８                望町三丁目８番１０号                    
大字末武下１１３９番地１２              望町三丁目８番２３号                    
大字末武下１１３９番地１３              望町三丁目８番２１号                    
大字末武下１１３９番地１３              望町三丁目８番２１号                    
大字末武下１１３９番地１４              望町三丁目８番２２号                    
大字末武下１１３９番地１５              望町三丁目８番２５号                    
大字末武下１１３９番地２８              望町三丁目８番２６号                    
大字末武下１１４０番地８                望町三丁目９番７号                      
大字末武下１１４０番地９                望町三丁目９番２８号                    
大字末武下１１４０番地１６              望町三丁目９番２２号                    
大字末武下１１４１番地                  望町三丁目９番３号                      
大字末武下１１４１番地                  望町三丁目９番３号                      
大字末武下１１４２番地１                望町三丁目１０番１５号                  
大字末武下１１４２番地３                望町三丁目１０番１６号                  
大字末武下１１４２番地４                望町三丁目１０番１号                    
大字末武下１１４３番地２                望町二丁目７番１７号                    
大字末武下１１４３番地２                望町二丁目７番１７号                    
大字末武下１１４３番地５                望町二丁目７番１６号                    
大字末武下１１４５番地                  望町二丁目７番１１号                    
大字末武下１１５０番地１                望町二丁目７番１号                      
大字末武下１１５２番地２                望町二丁目６番２０号                    
大字末武下１１５２番地３                望町二丁目６番１９号                    
大字末武下１１５４番地２                美里町三丁目１７番８号                  
大字末武下１１５４番地４                望町二丁目８番５号                      
大字末武下１１５４番地５               美里町三丁目１７番３０号                  
大字末武下１１５４番地５                美里町三丁目１７番３０号                  
大字末武下１１５５番地                  美里町三丁目１７番１０号                
大字末武下１１５６番地４                美里町三丁目１７番２７号                
大字末武下１１５８番地４                美里町三丁目１７番２５号                
大字末武下１１５８番地６                美里町三丁目１７番２４号                
大字末武下１１５９番地１                望町二丁目８番１１号                    
大字末武下１１６０番地                  望町二丁目８番１７号                    
大字末武下１１６０番地                  望町二丁目８番１７号                    
大字末武下１１６２番地                  望町二丁目８番１６号                    
大字末武下１１６５番地                  美里町三丁目１７番１９号                
大字末武下１１６５番地                  美里町三丁目１７番１９号                
大字末武下１１６６番地                  美里町三丁目１７番１７号                
大字末武下１１６６番地                  美里町三丁目１７番１７号                
大字末武下１１６８番地                  美里町三丁目１９番２１号                
大字末武下１１６９番地                  美里町三丁目１９番２６号                
大字末武下１１７０番地４                美里町三丁目１９番１７号                
大字末武下１１７１番地                  美里町三丁目１９番１６号                
大字末武下１１７１番地１                美里町三丁目１９番１５号                
大字末武下１１７６番地３                美里町三丁目１８番１０号                
大字末武下１１７６番地４                美里町三丁目１８番７号                  
大字末武下１１７６番地５                美里町三丁目１８番５号                  
大字末武下１１７６番地９                美里町三丁目１８番１７号                
大字末武下１１７６番地１０              美里町三丁目１８番１６号                
大字末武下１１７７番地                  美里町三丁目１８番１号                  
大字末武下１１７８番地３                美里町三丁目１８番２２号                
大字末武下１１７９番地                  美里町三丁目１９番３号                  
大字末武下１１７９番地１                美里町三丁目１９番１号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１８０番地５                美里町三丁目１９番１２号                
大字末武下１１８１番地２                美里町三丁目１４番１０号                
大字末武下１１８１番地３               美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８１番地３                美里町三丁目１４番５号                  
大字末武下１１８１番地３                美里町三丁目１４番５号                  
大字末武下１１８１番地３                美里町三丁目１４番５号                  
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－１０２号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－１０３号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－１０４号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－３０２号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－３０１号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－３０４号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－２０３号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－２０４号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－１０１号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－３０３号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－２０１号          
大字末武下１１８１番地１０              美里町三丁目１３番１－２０２号          
大字末武下１１８１番地１８              美里町三丁目１４番３１号                
大字末武下１１８１番地１８              美里町三丁目１４番３１号                
大字末武下１１８１番地１９              美里町三丁目１４番７号                  
大字末武下１１８１番地１９              美里町三丁目１４番７号                  
大字末武下１１８１番地２０              美里町三丁目１３番７号                  
大字末武下１１８１番地２０              美里町三丁目１３番７号                  
大字末武下１１８１番地２０              美里町三丁目１３番７号                  
大字末武下１１８１番地２０              美里町三丁目１３番７号                  
大字末武下１１８１番地２１              美里町三丁目１３番１０号                
大字末武下１１８１番地２５              美里町三丁目１３番５号                  
大字末武下１１８１番地３３              美里町三丁目１４番２７号                
大字末武下１１８１番地３４              美里町三丁目１４番２６号                
大字末武下１１８１番地３５              美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８１番地３５              美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８１番地３５              美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８１番地３５              美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８１番地３５              美里町三丁目１４番２２号                
大字末武下１１８２番地                  美里町三丁目１３番８号                  
大字末武下１１８３番地                  美里町三丁目１４番１号                  
大字末武下１１８６番地５                美里町三丁目３番３２号                  
大字末武下１１８６番地６                美里町三丁目３番３４号                  
大字末武下１１８６番地６                美里町三丁目３番３４号                  
大字末武下１１８６番地７                美里町三丁目３番３０号                  
大字末武下１１８６番地７                美里町三丁目３番３０号                  
大字末武下１１８６番地７                美里町三丁目３番３０号                  
大字末武下１１８８番地５                美里町三丁目３番２４号                  
大字末武下１１８８番地６                美里町三丁目３番２６号                  
大字末武下１１８８番地６                美里町三丁目３番２６号                  
大字末武下１１８８番地６                美里町三丁目３番２６号                  
大字末武下１１８８番地７                美里町三丁目３番２６号                  
大字末武下１１８９番地４                美里町三丁目３番２１号                  
大字末武下１１８９番地６                美里町三丁目３番２０号                  
大字末武下１１８９番地６                美里町三丁目３番２０号                  
大字末武下１１８９番地７                美里町三丁目３番２２号                  
大字末武下１１９０番地１０              美里町三丁目３番１８号                  
大字末武下１１９１番地５                美里町三丁目２番７号                    
大字末武下１１９３番地１                美里町三丁目１番１９号                  
大字末武下１１９４番地３                美里町三丁目１番１７号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１１９４番地４                美里町三丁目１番１６号                  
大字末武下１１９４番地４                美里町三丁目１番１６号                  
大字末武下１１９５番地８                美里町三丁目１番１号                    
大字末武下１１９５番地１０              美里町三丁目１番７号                    
大字末武下１１９５番地１６              美里町三丁目１番３号                    
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１１９５番地１７              美里町三丁目１番１０号                  
大字末武下１２０３番地１                美里町一丁目１０番４５号                
大字末武下１２０３番地３                美里町一丁目１０番４７号                
大字末武下１２０３番地５                美里町一丁目１０番４３号                
大字末武下１２０３番地７                美里町一丁目１０番４０号                
大字末武下１２０３番地８                美里町一丁目１０番３６号                
大字末武下１２０３番地９                美里町一丁目１０番４１号                
大字末武下１２０３番地９                美里町一丁目１０番４１号                
大字末武下１２０５番地                  美里町一丁目１０番１号                  
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－４０３号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－３０１号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－３０２号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－４０１号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－２０２号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－１０４号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－４０２号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－１０１号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－２０４号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－２０３号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－３０３号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－１０２号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－４０４号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－３０４号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－２０１号        
大字末武下１２０５番地１                美里町一丁目１０番１０－１０３号        
大字末武下１２０６番地２                美里町一丁目１１番２９号                
大字末武下１２０６番地２                美里町一丁目１１番２９号                
大字末武下１２０７番地２                美里町一丁目１１番２７号                
大字末武下１２０７番地６                美里町一丁目１１番１５号                
大字末武下１２０７番地７                美里町一丁目１１番１６号                
大字末武下１２０８番地１                美里町一丁目１１番２３－２０４号        
大字末武下１２０８番地１                美里町一丁目１１番２３－３０４号        
大字末武下１２０８番地１                美里町一丁目１１番２３－２０３号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－１０１号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－１０２号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－１０３号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－１０４号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－２０１号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－２０２号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－３０１号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－３０２号        
大字末武下１２０８番地６                美里町一丁目１１番２３－３０３号        
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２５号                  
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２８号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２３号                  
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２６号                  
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２９号                  
大字末武下１２０９番地２                美里町三丁目２番２５号                  
大字末武下１２０９番地８                美里町三丁目２番２２号                  
大字末武下１２０９番地９                美里町三丁目２番２０号                  
大字末武下１２０９番地９                美里町三丁目２番２０号                  
大字末武下１２０９番地１０              美里町三丁目２番１９号                  
大字末武下１２１０番地５                美里町三丁目２番１６号                  
大字末武下１２１０番地５                美里町三丁目２番１５号                  
大字末武下１２１１番地４                美里町三丁目２番１３号                  
大字末武下１２１１番地４                美里町三丁目２番１３号                  
大字末武下１２１１番地４                美里町三丁目２番１３号                  
大字末武下１２１１番地４                美里町三丁目２番１３号                  
大字末武下１２１１番地５                美里町三丁目２番１２号                  
大字末武下１２１２番地                  美里町三丁目１５番１２号                
大字末武下１２１３番地１                美里町二丁目１１番３号                  
大字末武下１２１３番地７                美里町二丁目１１番１０号                
大字末武下１２１３番地７                美里町二丁目１１番１０号                
大字末武下１２１３番地８                美里町二丁目１１番６号                  
大字末武下１２１３番地１１              美里町二丁目１１番１号                  
大字末武下１２１３番地１１              美里町二丁目１１番１号                  
大字末武下１２１３番地１２              美里町一丁目１０番１８号                
大字末武下１２１３番地１２              美里町一丁目１０番１８号                
大字末武下１２１３番地１３              美里町一丁目１０番２５号                
大字末武下１２１３番地１３              美里町一丁目１０番２５号                
大字末武下１２１３番地１５              美里町一丁目１０番２２号                
大字末武下１２１３番地１７              美里町二丁目１１番１４号                
大字末武下１２１３番地１７              美里町二丁目１１番１４号                
大字末武下１２１３番地２２              美里町一丁目１０番２０号                
大字末武下１２１３番地２２              美里町一丁目１０番２０号                
大字末武下１２１３番地３０              美里町二丁目１１番１７号                
大字末武下１２１３番地３０              美里町二丁目１１番１７号                
大字末武下１２１３番地３０              美里町二丁目１１番１７号                
大字末武下１２１３番地３２              美里町二丁目１１番１５号                
大字末武下１２１３番地３２              美里町二丁目１１番１５号                
大字末武下１２１３番地３２              美里町二丁目１１番１５号                
大字末武下１２１４番地                  美里町三丁目１５番１６号                
大字末武下１２１６番地                  美里町三丁目１５番１３号                
大字末武下１２２０番地                  美里町三丁目１５番２８号                
大字末武下１２２０番地                  美里町三丁目１５番２８号                
大字末武下１２２０番地                  美里町三丁目１５番２８号                
大字末武下１２２２番地                  美里町三丁目１５番３３号                
大字末武下１２２３番地２                美里町三丁目１５番１０号                
大字末武下１２２３番地２                美里町三丁目１５番１０号                
大字末武下１２２３番地３                美里町三丁目１５番８号                  
大字末武下１２２３番地４                美里町三丁目１５番５号                  
大字末武下１２２３番地７                美里町三丁目１５番３号                  
大字末武下１２２３番地８                美里町三丁目１５番７号                  
大字末武下１２２３番地１０              美里町三丁目１５番２号                  
大字末武下１２２３番地１０              美里町三丁目１５番１号                  
大字末武下１２２５番地２                美里町二丁目１３番１７号                
大字末武下１２２５番地３                美里町二丁目１３番２０号                
大字末武下１２２５番地５                美里町二丁目１３番１５号                
大字末武下１２２５番地１３              美里町二丁目１３番１４号                
大字末武下１２２６番地                  美里町二丁目１３番２１号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１２２６番地２                美里町二丁目１３番２４号                
大字末武下１２２６番地３                美里町二丁目１３番２５号                
大字末武下１２２６番地３                美里町二丁目１３番２５号                
大字末武下１２２６番地４                美里町二丁目１３番２７号                
大字末武下１２２７番地３                美里町二丁目１２番１号                  
大字末武下１２２７番地４                美里町二丁目１２番２２号                
大字末武下１２２７番地４                美里町二丁目１２番２２号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１５号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地１                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１２号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番２０号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番１３号                
大字末武下１２２９番地２                美里町二丁目１２番２０号                
大字末武下１２２９番地４                美里町二丁目１２番１４号                
大字末武下１２３０番地３                美里町二丁目１５番１２号                
大字末武下１２３０番地４                美里町二丁目１５番１０号                
大字末武下１２３０番地５                美里町二丁目１５番８号                  
大字末武下１２３０番地６                美里町二丁目１５番６号                  
大字末武下１２３３番地４                美里町二丁目１６番１号                  
大字末武下１２３３番地６                美里町二丁目１６番７号                  
大字末武下１２３３番地８                美里町二丁目１６番８号                  
大字末武下１２３３番地１１              美里町二丁目１６番１０号                
大字末武下１２３３番地１５              美里町二丁目１６番２号                  
大字末武下１２３４番地５                美里町二丁目１６番５号                  
大字末武下１２３４番地８                美里町二丁目１６番１１号                
大字末武下１２３６番地５                美里町二丁目１６番２６号                
大字末武下１２３６番地５                美里町二丁目１６番２６号                
大字末武下１２３６番地６                美里町二丁目１６番２５号                
大字末武下１２３６番地７                美里町二丁目１６番３３号                
大字末武下１２３６番地７                美里町二丁目１６番３３号                
大字末武下１２３８番地２                美里町二丁目１４番１７号                
大字末武下１２３８番地４                美里町二丁目１４番２号                  
大字末武下１２３９番地２                美里町二丁目１４番３号                  
大字末武下１２４１番地                  美里町三丁目１６番２２号                
大字末武下１２４５番地３                美里町三丁目１６番２０号                
大字末武下１２４８番地                  美里町三丁目１７番５号                  
大字末武下１２５０番地４                美里町三丁目１７番３２号                
大字末武下１２５０番地４                美里町三丁目１７番３２号                
大字末武下１２５１番地２                望町二丁目８番１号                      
大字末武下１２５１番地３                美里町三丁目１７番３号                  
大字末武下１２５２番地４                美里町三丁目１７番１号                  
大字末武下１２５５番地１                美里町二丁目１７番２５号                
大字末武下１２５７番地１                望町二丁目１番１２号                    
大字末武下１２５７番地１                望町二丁目１番１２号                    
大字末武下１２５７番地２                望町二丁目１番１８号                    
大字末武下１２５８番地１                望町二丁目１番１１号                    
大字末武下１２５８番地１                望町二丁目１番１１号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１２５８番地１                望町二丁目１番１１号                    
大字末武下１２５８番地１                望町二丁目１番１１号                    
大字末武下１２５８番地３                望町二丁目１番２２号                    
大字末武下１２５８番地８                望町二丁目１番８号                      
大字末武下１２５８番地１１              望町二丁目１番１１号                    
大字末武下１２５９番地２                美里町二丁目１７番７号                  
大字末武下１２５９番地５                美里町二丁目１７番８号                  
大字末武下１２５９番地７                美里町二丁目１７番１０号                
大字末武下１２６０番地１                美里町二丁目１７番３５号                
大字末武下１２６１番地２                望町二丁目１番２６号                    
大字末武下１２６１番地４                望町二丁目１番５号                      
大字末武下１２６１番地４                望町二丁目１番５号                      
大字末武下１２６２番地２                望町二丁目１番２８号                    
大字末武下１２６２番地３                望町二丁目１番２９号                    
大字末武下１２６３番地３                望町二丁目１番３０号                    
大字末武下１２６３番地３                望町二丁目１番３３号                    
大字末武下１２６３番地３                望町二丁目１番３１号                    
大字末武下１２６３番地４                望町二丁目１番３４号                    
大字末武下１２６４番地２                望町二丁目２番１号                      
大字末武下１２６４番地４                望町二丁目２番５号                      
大字末武下１２６５番地２                望町二丁目２番２８号                    
大字末武下１２６５番地３                望町二丁目２番２９号                    
大字末武下１２６５番地３                望町二丁目２番２９号                    
大字末武下１２６５番地４                望町二丁目２番１３号                    
大字末武下１２６５番地５                望町二丁目２番１４号                    
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－１０５号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－２０１号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－２０３号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－２０５号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０５号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－１０２号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－１０３号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－２０２号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－１０１号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－２０３号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－１０２号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０１号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０２号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０３号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０５号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０５号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０３号              
大字末武下１２６６番地１                望町二丁目３番５－３０３号              
大字末武下１２６６番地２                望町二丁目３番４０号                    
大字末武下１２６６番地２                望町二丁目３番４０号                    
大字末武下１２６６番地２                望町二丁目３番４０号                    
大字末武下１２６６番地２                望町二丁目３番４０号                    
大字末武下１２６６番地３                望町二丁目２番２０号                    
大字末武下１２６６番地３                望町二丁目２番２０号                    
大字末武下１２６６番地６                望町二丁目３番１０号                    
大字末武下１２６６番地７                望町二丁目３番１号                      
大字末武下１２６６番地９                望町二丁目３番８号                      
大字末武下１２６６番地１３              望町二丁目３番３号                      
大字末武下１２６６番地１５              望町二丁目３番３９号                    
大字末武下１２６６番地１８              望町二丁目２番２４号                    
大字末武下１２６６番地１８              望町二丁目２番２４号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１２６６番地１９              望町二丁目２番２６号                    
大字末武下１２６６番地２１              望町二丁目２番２１号                    
大字末武下１２６６番地２２              望町二丁目２番１６号                    
大字末武下１２６６番地２３              望町二丁目２番１８号                    
大字末武下１２６６番地２５              望町二丁目２番２２号                    
大字末武下１２６７番地１                望町二丁目３番３６号                    
大字末武下１２６７番地５                望町二丁目３番３７号                    
大字末武下１２６９番地２                望町二丁目３番２５号                    
大字末武下１２６９番地２                望町二丁目３番２６号                    
大字末武下１２６９番地３                望町二丁目３番２８号                    
大字末武下１２６９番地４                望町二丁目３番２３号                    
大字末武下１２６９番地５                望町二丁目３番２４号                    
大字末武下１２７０番地２                望町二丁目３番２１号                    
大字末武下１２７３番地１                望町二丁目４番１６号                    
大字末武下１２７３番地２                望町二丁目５番２１号                    
大字末武下１２７３番地５                望町二丁目４番１５号                    
大字末武下１２７３番地７                望町二丁目４番１４号                    
大字末武下１２７４番地６                望町二丁目５番１５号                    
大字末武下１２７４番地７                望町二丁目５番１９号                    
大字末武下１２７４番地８                望町二丁目５番２０号                    
大字末武下１２７５番地３                望町三丁目６番２４号                    
大字末武下１２７５番地４                望町三丁目６番５号                      
大字末武下１２７５番地５                望町三丁目６番２５号                    
大字末武下１２７６番地２                望町三丁目６番２６号                    
大字末武下１２７６番地２                望町三丁目６番２６号                    
大字末武下１２７６番地５                望町三丁目６番１８号                    
大字末武下１２７６番地６                望町三丁目６番２２号                    
大字末武下１２７６番地９                望町三丁目６番２８号                    
大字末武下１２７６番地１２              望町三丁目６番２１号                    
大字末武下１２７８番地２                望町三丁目６番３４号                    
大字末武下１２７９番地２                望町三丁目５番３号                      
大字末武下１２７９番地９                望町三丁目５番１０号                    
大字末武下１２７９番地１１              望町三丁目５番８号                      
大字末武下１２７９番地１１              望町三丁目５番８号                      
大字末武下１２７９番地１２              望町三丁目５番７号                      
大字末武下１２８０番地２                望町三丁目５番１５号                    
大字末武下１２８０番地５                望町三丁目５番１１号                    
大字末武下１２８１番地２                望町三丁目５番１６号                    
大字末武下１２８１番地３                望町三丁目５番１８号                    
大字末武下１２８１番地３                望町三丁目５番１８号                    
大字末武下１２８１番地５                望町三丁目５番２１号                    
大字末武下１２８２番地１                望町三丁目５番３１号                    
大字末武下１２８２番地３                望町三丁目５番２８号                    
大字末武下１２８２番地３                望町三丁目５番２９号                    
大字末武下１２８２番地３                望町三丁目５番２８号                    
大字末武下１２８２番地４                望町三丁目５番３４号                    
大字末武下１２８２番地５                望町三丁目５番３３号                    
大字末武下１２８２番地６                望町三丁目５番２５号                    
大字末武下１２８２番地７                望町三丁目５番２２号                    
大字末武下１２８３番地１                望町三丁目４番８号                      
大字末武下１２８３番地４                望町三丁目４番１２号                    
大字末武下１２８３番地４                望町三丁目４番１２号                    
大字末武下１２８３番地５                望町三丁目４番５号                      
大字末武下１２８３番地６                望町三丁目４番１１号                    
大字末武下１２８３番地７                望町三丁目４番１０号                    
大字末武下１２８３番地８                望町三丁目４番７号                      



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字末武下１２８４番地１                望町三丁目１番２８号                    
大字末武下１２８４番地１                望町三丁目１番２８号                    
大字末武下１２８４番地１                望町三丁目１番２９号                    
大字末武下１２８４番地１                望町三丁目１番３０号                    
大字末武下１２８４番地３                望町三丁目１番３４号                    
大字末武下１２８４番地３                望町三丁目１番３５号                    
大字末武下１２８４番地１２              望町三丁目１番３８号                    
大字末武下１２８４番地１３              望町三丁目１番３７号                    
大字末武下１２８４番地１４              望町三丁目１番３６号                    
大字末武下１２８４番地１５              望町三丁目１番４０号                    
大字末武下１２８４番地１６              望町三丁目１番１号                      
大字末武下１２８４番地１６              望町三丁目１番１号                      
大字末武下１２８４番地１６              望町三丁目１番１号                      
大字末武下１２８４番地１６              望町三丁目１番１号                      
大字末武下１２８４番地１６              望町三丁目１番１号                      
大字末武下１２８４番地２１              望町三丁目１番３３号                    
大字末武下１２８４番地２８              望町三丁目５番１号                      
大字末武下１２８４番地３１              望町三丁目４番１号                      
大字末武下１２８４番地第１              望町三丁目１番２３号                    
大字平田１番地                          潮音町一丁目９番２６号                  
大字平田１番地                          潮音町一丁目９番２６号                  
大字平田１番地                          潮音町一丁目９番２６号                  
大字平田３番地                          潮音町一丁目９番２５号                  
大字平田４番地                          潮音町一丁目８番１号                    
大字平田５番地                          潮音町一丁目８番３２号                  
大字平田５番地                          潮音町一丁目８番３２号                  
大字平田５番地                          潮音町一丁目８番３２号                  
大字平田６番地                          潮音町一丁目８番３１号                  
大字平田６番地                          潮音町一丁目８番３１号                  
大字平田６番地                          潮音町一丁目８番３１号                  
大字平田６番地                          潮音町一丁目８番３１号                  
大字平田７番地                          潮音町一丁目８番３０号                  
大字平田７番地                          潮音町一丁目８番３０号                  
大字平田７番地                          潮音町一丁目８番３０号                  
大字平田９番地                          潮音町一丁目８番２９号                  
大字平田１０番地                        潮音町一丁目８番２８号                  
大字平田１０番地                        潮音町一丁目８番２８号                  
大字平田１１番地                        潮音町一丁目７番１１号                  
大字平田１１番地２                      潮音町一丁目７番１３号                  
大字平田１１番地２                      潮音町一丁目７番１３号                  
大字平田１２番地                        潮音町一丁目７番８号                    
大字平田１２番地                        潮音町一丁目７番１０号                  
大字平田１２番地２                      潮音町一丁目７番７号                    
大字平田１３番地                        潮音町一丁目７番６号                    
大字平田１４番地                        潮音町一丁目７番５号                    
大字平田１５番地                        潮音町一丁目７番２号                    
大字平田１５番地１                      潮音町一丁目７番３号                    
大字平田１６番地                        潮音町一丁目７番１号                    
大字平田１６番地                        潮音町一丁目７番１号                    
大字平田２１番地５                      潮音町一丁目７番２８号                  
大字平田２１番地９                      潮音町一丁目７番１５号                  
大字平田２２番地                        潮音町一丁目７番１５号                  
大字平田２５番地２                      潮音町一丁目７番２５号                  
大字平田２５番地２                      潮音町一丁目７番２５号                  
大字平田３０番地１                      潮音町一丁目８番８号                    
大字平田３０番地１                      潮音町一丁目８番８号                    



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字平田３３番地                        潮音町一丁目１１番４６号                
大字平田３５番地                        潮音町一丁目１１番５号                  
大字平田３６番地                        潮音町一丁目１１番２号                  
大字平田３７番地                        潮音町一丁目１１番６号                  
大字平田３７番地                        潮音町一丁目１１番９号                  
大字平田３７番地                        潮音町一丁目１１番８号                  
大字平田３８番地２                      潮音町一丁目１１番３９号                
大字平田４２番地                        潮音町一丁目１１番１２号                
大字平田４３番地                        潮音町一丁目１１番１５号                
大字平田４５番地１                      潮音町一丁目１１番１６号                
大字平田４８番地                        潮音町一丁目１１番１７号                
大字平田５１番地１                      潮音町一丁目１１番１８号                
大字平田６３番地６                      潮音町一丁目１３番１５号                
大字平田６４番地６                      潮音町一丁目１３番１３号                
大字平田６５番地                        潮音町一丁目１２番６号                  
大字平田６５番地                        潮音町一丁目１２番６号                  
大字平田６９番地５                      潮音町一丁目１３番１１号                
大字平田７２番地                        潮音町一丁目１２番８号                  
大字平田７３番地                        潮音町一丁目１２番１０号                
大字平田７６番地５                      潮音町一丁目１３番５号                  
大字平田７６番地７                      潮音町一丁目１３番１号                  
大字平田７６番地１３                    潮音町一丁目１３番８号                  
大字平田７７番地                        潮音町一丁目１１番６号                  
大字平田７７番地                        潮音町一丁目１２番１３号                
大字平田７８番地                        潮音町一丁目１２番１５号                
大字平田７８番地                        潮音町一丁目１２番１５号                
大字平田７８番地                        潮音町一丁目１２番１５号                
大字平田８０番地２                      潮音町一丁目１２番１７号                
大字平田８０番地６                      潮音町一丁目１２番１８号                
大字平田８０番地９                      潮音町一丁目１４番３７号                
大字平田８０番地１０                    潮音町一丁目１４番３４号                
大字平田８０番地１４                    潮音町一丁目１４番４１号                
大字平田８０番地１６                    潮音町一丁目１４番４８号                
大字平田８０番地１８                    潮音町一丁目１４番４５号                
大字平田８０番地１９                    潮音町一丁目１４番３９号                
大字平田８２番地                        潮音町一丁目１４番３号                  
大字平田８７番地２                      潮音町一丁目１４番８号                  
大字平田８８番地１                      潮音町一丁目１４番１１号                
大字平田８８番地１                      潮音町一丁目１４番１８号                
大字平田８８番地１                      潮音町一丁目１４番１１号                
大字平田８８番地１                      潮音町一丁目１４番１９号                
大字平田８９番地１                      潮音町一丁目１５番１号                  
大字平田９２番地１                      潮音町一丁目１５番３号                  
大字平田９２番地１                      潮音町一丁目１５番３号                  
大字平田９３番地４                      潮音町一丁目１５番５号                  
大字平田９６番地１                      潮音町一丁目１５番１７号                
大字平田９６番地１                      潮音町一丁目１５番１７号                
大字平田９６番地５                      潮音町一丁目１５番２２号                
大字平田９８番地                        潮音町一丁目１５番１２号                
大字平田９８番地１                      潮音町一丁目１５番１４号                
大字平田９８番地６                      潮音町一丁目１５番１５号                
大字平田９９番地                        潮音町一丁目１５番１０号                
大字平田１０３番地                      潮音町一丁目１５番２８号                
大字平田１０８番地６                    潮音町一丁目１５番２８号                
大字平田１１３番地                      潮音町二丁目１７番１１号                
大字平田１１３番地１                    潮音町二丁目１７番１１号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字平田１１３番地４                    潮音町二丁目１７番５号                  
大字平田１１３番地４                    潮音町二丁目１７番３号                  
大字平田１１３番地５                    潮音町二丁目１７番８号                  
大字平田１１５番地６                    潮音町二丁目１７番１号                  
大字平田１１９番地５                    潮音町二丁目１７番１８号                
大字平田１２０番地１０                  潮音町二丁目１７番１２号                
大字平田１２０番地１０                  潮音町二丁目１７番１２号                
大字平田１２３番地                      潮音町二丁目１８番１号                  
大字平田１２３番地                      潮音町二丁目１７番１４号                
大字平田１２３番地１                    潮音町二丁目１８番５号                  
大字平田１３２番地３                    潮音町二丁目１６番８号                  
大字平田１３２番地３                    潮音町二丁目１６番８号                  
大字平田１３２番地３                    潮音町二丁目１６番８号                  
大字平田１３２番地３                    潮音町二丁目１６番３８号                
大字平田１３２番地７                    潮音町二丁目１６番４０号                
大字平田１３２番地８                    潮音町二丁目１５番２２号                
大字平田１３２番地９                    潮音町二丁目１５番２３号                
大字平田１３２番地１０                  潮音町二丁目１５番２４号                
大字平田１３２番地１０                  潮音町二丁目１５番２４号                
大字平田１３２番地１０                  潮音町二丁目１５番２４号                
大字平田１３２番地１０                  潮音町二丁目１５番２４号                
大字平田１３３番地１                    潮音町二丁目１４番１号                  
大字平田１３６番地                      潮音町二丁目１４番５号                  
大字平田１４０番地                      潮音町二丁目１４番７号                  
大字平田１４２番地２                    潮音町二丁目１３番５号                  
大字平田１４２番地２                    潮音町二丁目１３番５号                  
大字平田１４２番地６                    潮音町二丁目１３番６号                  
大字平田１４３番地                      潮音町二丁目１３番７号                  
大字平田１４４番地                      潮音町二丁目１３番８号                  
大字平田１４５番地                      潮音町二丁目１３番７号                  
大字平田１４７番地１                    潮音町二丁目１３番１号                  
大字平田１４８番地                      潮音町二丁目１３番３号                  
大字平田１４９番地                      潮音町二丁目１３番１０号                
大字平田１４９番地１                    潮音町二丁目１３番１１号                
大字平田１５１番地                      潮音町二丁目１３番１２号                
大字平田１５３番地                      潮音町二丁目１３番１３号                
大字平田１５８番地                      潮音町二丁目１３番１６号                
大字平田１６１番地３                    潮音町二丁目１１番１２号                
大字平田１６１番地５                    潮音町二丁目１１番１４号                
大字平田１６１番地５                    潮音町二丁目１１番１４号                
大字平田１６１番地５                    潮音町二丁目１１番１４号                
大字平田１６２番地３                    潮音町二丁目１１番１０号                
大字平田１６３番地３                    潮音町二丁目１２番３号                  
大字平田１６４番地２                    潮音町二丁目１２番１０号                
大字平田１６５番地２                    潮音町二丁目１２番１８号                
大字平田１６６番地２                    潮音町二丁目７番１０号                  
大字平田１６６番地７                    潮音町二丁目７番２号                    
大字平田１６６番地８                    潮音町二丁目７番３号                    
大字平田１６６番地９                    潮音町二丁目７番５号                    
大字平田１６８番地                      潮音町二丁目６番３号                    
大字平田１６８番地                      潮音町二丁目６番３号                    
大字平田１７１番地                      潮音町二丁目６番４１号                  
大字平田１７１番地                      潮音町二丁目６番１号                    
大字平田１７２番地                      潮音町二丁目６番４０号                  
大字平田１７３番地                      潮音町二丁目６番３９号                  
大字平田１７５番地                      潮音町二丁目６番３７号                  



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字平田１７５番地                      潮音町二丁目６番３７号                  
大字平田１７５番地                      潮音町二丁目６番７号                    
大字平田１７６番地                      潮音町二丁目６番３６号                  
大字平田１７７番地                      潮音町二丁目６番３５号                  
大字平田１７８番地                      潮音町二丁目６番３４号                  
大字平田１７９番地１                    潮音町二丁目６番３２号                  
大字平田１７９番地１                    潮音町二丁目６番３２号                  
大字平田１８０番地１                    潮音町二丁目６番２８号                  
大字平田１８２番地７                    潮音町二丁目８番２３号                  
大字平田１８２番地８                    潮音町二丁目８番２５号                  
大字平田１８２番地９                    潮音町二丁目８番２６号                  
大字平田１８３番地７                    潮音町二丁目９番５号                    
大字平田１８３番地１１                  潮音町二丁目９番３号                    
大字平田１８３番地１１                  潮音町二丁目９番３号                    
大字平田１８３番地１２                  潮音町二丁目９番２号                    
大字平田１８３番地１３                  潮音町二丁目９番１号                    
大字平田１８６番地                      潮音町二丁目７番１２号                  
大字平田１８７番地３                    潮音町二丁目８番１号                    
大字平田１８７番地５                    潮音町二丁目８番５号                    
大字平田１８７番地１２                  潮音町二丁目８番８号                    
大字平田１８９番地４                    潮音町二丁目１１番５号                  
大字平田１９０番地４                    潮音町二丁目１０番２３号                
大字平田１９０番地５                    潮音町二丁目１０番２４号                
大字平田１９０番地８                    潮音町二丁目１１番１号                  
大字平田１９１番地３                    潮音町二丁目１０番１６号                
大字平田１９１番地４                    潮音町二丁目１０番１９号                
大字平田１９１番地５                    潮音町二丁目１０番２０号                
大字平田１９１番地６                    潮音町二丁目１０番２１号                
大字平田１９２番地３                    潮音町二丁目１０番１号                  
大字平田１９２番地４                    潮音町二丁目１０番１４号                
大字平田１９２番地５                    潮音町二丁目１０番５号                  
大字平田１９２番地５                    潮音町二丁目１０番５号                  
大字平田１９２番地６                    潮音町二丁目１０番２号                  
大字平田１９２番地６                    潮音町二丁目１０番２号                  
大字平田１９２番地７                    潮音町二丁目１０番１２号                
大字平田１９２番地１１                  潮音町二丁目１０番８号                  
大字平田１９２番地１２                  潮音町二丁目１０番７号                  
大字平田１９３番地４                    潮音町二丁目１０番４５号                
大字平田１９５番地３                    潮音町六丁目２番１２号                  
大字平田１９６番地１                    潮音町六丁目２番１０号                  
大字平田１９６番地３                    潮音町六丁目２番１１号                  
大字平田１９６番地８                    潮音町六丁目２番７号                    
大字平田１９６番地８                    潮音町六丁目２番７号                    
大字平田１９７番地１                    潮音町三丁目１７番１号                  
大字平田１９７番地１                    潮音町三丁目１７番１号                  
大字平田２００番地１                    潮音町六丁目３番２０号                  
大字平田２００番地１                    潮音町六丁目３番２０号                  
大字平田２００番地３                    潮音町六丁目３番１８号                  
大字平田２００番地４                    潮音町六丁目３番１５号                  
大字平田２００番地５                    潮音町六丁目３番１７号                  
大字平田２００番地６                    潮音町六丁目３番２１号                  
大字平田２００番地７                    潮音町六丁目３番２２号                  
大字平田２０１番地３                    潮音町六丁目１番１号                    
大字平田２０１番地４                    潮音町六丁目１番２号                    
大字平田２０１番地５                    潮音町六丁目１番４号                    
大字平田２０１番地６                    潮音町六丁目１番３号                    



末武地区旧住所一覧
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大字平田２０１番地７                    潮音町六丁目１番５号                    
大字平田２０１番地８                    潮音町六丁目１番６号                    
大字平田２０１番地９                    潮音町六丁目１番８号                    
大字平田２０１番地９                    潮音町六丁目１番８号                    
大字平田２０１番地１０                  潮音町六丁目１番７号                    
大字平田２０１番地１３                  潮音町六丁目７番１号                    
大字平田２０１番地１４                  潮音町六丁目７番２号                    
大字平田２０１番地１５                  潮音町六丁目７番３号                    
大字平田２０１番地１６                  潮音町六丁目７番６号                    
大字平田２０４番地３                    潮音町六丁目８番１号                    
大字平田２０４番地３                    潮音町六丁目８番２号                    
大字平田２０５番地３                    潮音町六丁目８番３号                    
大字平田２０６番地５                    潮音町六丁目８番６号                    
大字平田２０７番地６                    潮音町六丁目８番１０号                  
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番１３号                
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番１３号                
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番１３号                
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番８号                  
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番１３号                
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番１０号                
大字平田２０８番地１                    潮音町六丁目１１番９号                  
大字平田２０８番地８                    潮音町六丁目１１番６号                  
大字平田２０８番地９                    潮音町六丁目１１番５号                  
大字平田２０８番地１０                  潮音町六丁目１１番３号                  
大字平田２０８番地１１                  潮音町六丁目１１番１号                  
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１１号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１１号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１２号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１１号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１２号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１２号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１１号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１２号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１２号                
大字平田２０９番地２                    潮音町六丁目１１番１１号                
大字平田２１２番地４                    潮音町八丁目１番２３号                  
大字平田２１４番地１                    潮音町八丁目１番１号                    
大字平田２３１番地                      潮音町八丁目２番３６号                  
大字平田２３１番地１                    潮音町八丁目２番５号                    
大字平田２３３番地５                    潮音町八丁目２番３５号                  
大字平田２３３番地５                    潮音町八丁目２番３５号                  
大字平田２３３番地５                    潮音町八丁目２番３５号                  
大字平田２３３番地５                    潮音町八丁目２番３５号                  
大字平田２３６番地１                    潮音町八丁目２番２７号                  
大字平田２３６番地１                    潮音町八丁目２番２７号                  
大字平田２３６番地１                    潮音町八丁目２番２７号                  
大字平田２３６番地１                    潮音町八丁目２番２７号                  
大字平田２３９番地１                    潮音町八丁目２番２５号                  
大字平田２３９番地１                    潮音町八丁目２番２５号                  
大字平田２４１番地１２                  潮音町八丁目２番２２号                  
大字平田２５７番地６                    潮音町六丁目１０番３１号                
大字平田２５８番地３                    潮音町六丁目９番２４号                  
大字平田２５９番地９                    潮音町六丁目９番３３号                  
大字平田２５９番地１０                  潮音町六丁目９番３２号                  
大字平田２５９番地１１                  潮音町六丁目９番３５号                  
大字平田２５９番地１３                  潮音町六丁目９番３７号                  
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大字平田２６３番地３                    潮音町六丁目９番４５号                  
大字平田２６３番地４                    潮音町六丁目９番１号                    
大字平田２６５番地２                    潮音町六丁目６番１９号                  
大字平田２６６番地２                    潮音町六丁目６番２２号                  
大字平田２６７番地３                    潮音町六丁目５番１号                    
大字平田２６７番地５                    潮音町六丁目５番７号                    
大字平田２６７番地６                    潮音町六丁目５番５号                    
大字平田２６９番地１                    潮音町六丁目５番２８号                  
大字平田２６９番地２                    潮音町六丁目５番１７号                  
大字平田２７０番地７                    潮音町六丁目５番２７号                  
大字平田２７０番地８                    潮音町六丁目５番２６号                  
大字平田２７０番地９                    潮音町六丁目５番２５号                  
大字平田２７０番地１０                  潮音町六丁目５番２４号                  
大字平田２７０番地１２                  潮音町六丁目５番２２号                  
大字平田２７０番地１３                  潮音町六丁目５番１９号                  
大字平田２７０番地１３                  潮音町六丁目５番１９号                  
大字平田２７０番地１３                  潮音町六丁目５番１９号                  
大字平田２７０番地１３                  潮音町六丁目５番１９号                  
大字平田２７３番地１                    潮音町六丁目１６番２８号                
大字平田２７３番地３                    潮音町六丁目１６番２６号                
大字平田２７３番地４                    潮音町六丁目１６番２４号                
大字平田２７３番地４                    潮音町六丁目１６番２４号                
大字平田２７４番地                      潮音町六丁目１６番２１号                
大字平田２７４番地                      潮音町六丁目１６番２１号                
大字平田２７５番地３                    潮音町六丁目１６番７号                  
大字平田２７５番地４                    潮音町六丁目１６番６号                  
大字平田２７５番地５                    潮音町六丁目１６番２０号                
大字平田２７６番地２                    潮音町六丁目１５番２号                  
大字平田２７７番地３                    潮音町六丁目１５番１３号                
大字平田２７７番地７                    潮音町六丁目１５番１５号                
大字平田２７７番地１０                  潮音町六丁目１５番１７号                
大字平田２７７番地１１                  潮音町六丁目１５番１号                  
大字平田２７８番地                      潮音町六丁目１５番２１号                
大字平田２８０番地                      潮音町六丁目１５番１０号                
大字平田２８０番地２                    潮音町六丁目１５番１１号                
大字平田２８１番地                      潮音町六丁目１５番８号                  
大字平田２８３番地                      潮音町六丁目１４番１号                  
大字平田２８４番地                      潮音町六丁目１４番３０号                
大字平田２８５番地２                    潮音町六丁目１４番３号                  
大字平田２８５番地５                    潮音町六丁目１４番５号                  
大字平田２８７番地２                    潮音町六丁目１９番１４号                
大字平田２８８番地                      潮音町六丁目１９番１５号                
大字平田２８８番地                      潮音町六丁目１９番１５号                
大字平田２８９番地３                    潮音町六丁目１９番１号                  
大字平田２８９番地３                    潮音町六丁目１９番１号                  
大字平田２８９番地６                    潮音町六丁目１９番１８号                
大字平田２８９番地７                    潮音町六丁目１９番１７号                
大字平田２８９番地８                    潮音町六丁目１９番２２号                
大字平田２８９番地８                    潮音町六丁目１９番２２号                
大字平田２８９番地９                    潮音町六丁目１９番２３号                
大字平田２９１番地１                    潮音町六丁目１８番２３号                
大字平田２９２番地                      潮音町六丁目１８番２１号                
大字平田２９２番地                      潮音町六丁目１８番２１号                
大字平田２９３番地                      潮音町六丁目１８番１８号                
大字平田２９３番地１                    潮音町六丁目１８番１９号                
大字平田２９４番地１                    潮音町六丁目１８番１３号                



末武地区旧住所一覧

旧　住　所 新　住　所
大字平田２９５番地１                    潮音町六丁目１８番３２号                
大字平田２９５番地２                    潮音町六丁目１８番８号                  
大字平田２９５番地３                    潮音町六丁目１７番１７号                
大字平田２９５番地８                    潮音町六丁目１７番１２号                
大字平田２９５番地１０                  潮音町六丁目１８番２８号                
大字平田２９５番地１４                  潮音町六丁目１８番７号                  
大字平田２９５番地１５                  潮音町六丁目１８番６号                  
大字平田２９５番地１９                  潮音町六丁目１８番１０号                
大字平田２９５番地２１                  潮音町六丁目１８番１２号                
大字平田２９５番地２２                  潮音町六丁目１７番１３号                
大字平田２９５番地２３                  潮音町六丁目１７番１５号                
大字平田２９５番地２９                  潮音町六丁目１７番１８号                
大字平田２９５番地２９                  潮音町六丁目１７番１９号                
大字平田２９６番地                      潮音町六丁目１７番６号                  
大字平田２９６番地                      潮音町六丁目１７番６号                  
大字平田２９７番地                      潮音町六丁目１７番３号                  
大字平田２９９番地２                    潮音町五丁目２番１７号                  
大字平田２９９番地２                    潮音町五丁目２番１７号                  
大字平田２９９番地３                    潮音町五丁目２番１５号                  
大字平田２９９番地４                    潮音町五丁目２番１４号                  
大字平田２９９番地７                    潮音町五丁目２番２３号                  
大字平田２９９番地９                    潮音町五丁目２番１３号                  
大字平田３００番地１                    潮音町六丁目１８番３５号                
大字平田３００番地１                    潮音町六丁目１８番３５号                
大字平田３００番地２                    潮音町六丁目１７番２７号                
大字平田３００番地１２                  潮音町六丁目１８番３９号                
大字平田３００番地１２                  潮音町六丁目１８番３９号                
大字平田３００番地１４                  潮音町六丁目１８番３３号                
大字平田３００番地１７                  潮音町六丁目１８番１号                  
大字平田３００番地２０                  潮音町六丁目１８番４０号                
大字平田３００番地２１                  潮音町六丁目１７番２１号                
大字平田３０２番地                      潮音町七丁目１番３号                    
大字平田３０２番地                      潮音町七丁目１番３号                    
大字平田３０２番地１                    潮音町七丁目１番１号                    
大字平田３０２番地３                    潮音町七丁目１番３号                    
大字平田３０３番地７                    潮音町七丁目１番３４号                  
大字平田３０３番地８                    潮音町七丁目１番２９号                  
大字平田３０４番地                      潮音町七丁目１番３７号                  
大字平田３０５番地１                    潮音町七丁目１番３０号                  
大字平田３０６番地１                    潮音町七丁目１番２８号                  
大字平田３０６番地１                    潮音町七丁目１番２７号                  
大字平田３０８番地                      潮音町七丁目１番２４号                  
大字平田３０８番地                      潮音町七丁目１番２４号                  
大字平田３１０番地                      潮音町七丁目１番２２号                  
大字平田３１３番地                      潮音町七丁目１番１９号                  
大字平田３１６番地１                    潮音町七丁目１番１８号                  
大字平田３１６番地１                    潮音町七丁目１番１８号                  
大字平田３１６番地１                    潮音町七丁目１番１８号                  
大字平田３１９番地                      潮音町七丁目３番２２号                  
大字平田３２２番地                      潮音町七丁目３番５号                    
大字平田３２２番地                      潮音町七丁目３番１０号                  
大字平田３２３番地                      潮音町七丁目３番１５号                  
大字平田３２６番地３                    潮音町七丁目４番１５号                  
大字平田３２６番地７                    潮音町七丁目４番１３号                  
大字平田３２６番地８                    潮音町七丁目４番８号                    
大字平田３２６番地９                    潮音町七丁目４番１１号                  



末武地区旧住所一覧
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大字平田３２８番地                      潮音町七丁目３番１２号                  
大字平田３３１番地                      潮音町七丁目３番８号                    
大字平田３３２番地                      潮音町七丁目３番６号                    
大字平田３３２番地                      潮音町七丁目３番７号                    
大字平田３３３番地６                    潮音町七丁目３番３号                    
大字平田３３４番地                      潮音町七丁目１番７号                    
大字平田３３５番地                      潮音町七丁目３番１号                    
大字平田３４０番地４                    潮音町六丁目２０番２６号                
大字平田３４１番地                      潮音町六丁目２０番２４号                
大字平田３４２番地１                    潮音町六丁目２０番２３号                
大字平田３４３番地                      潮音町六丁目２０番２１号                
大字平田３４４番地２                    潮音町六丁目２０番１５号                
大字平田３４４番地２                    潮音町六丁目２０番１３号                
大字平田３４４番地２                    潮音町六丁目２０番１４号                
大字平田３４４番地２                    潮音町六丁目２０番１３号                
大字平田３４４番地６                    潮音町六丁目２０番１９号                
大字平田３４７番地２                    潮音町六丁目２０番３号                  
大字平田３５４番地１                    潮音町八丁目２番１号                    
大字平田３７０番地１                    潮音町八丁目３番１号                    
大字平田３７０番地１                    潮音町八丁目３番１号                    
大字平田３７０番地１                    潮音町八丁目４番５号                    
大字平田３７２番地４                    潮音町八丁目４番１号                    
大字平田３７５番地１                    潮音町八丁目４番１１号                  
大字平田３７５番地１                    潮音町八丁目４番１１号                  
大字平田３７５番地４                    潮音町八丁目４番７号                    
大字平田３７５番地４                    潮音町八丁目４番７号                    
大字平田３７５番地１４                  潮音町八丁目４番６号                    
大字平田３７６番地１                    潮音町八丁目４番５号                    
大字平田３８０番地                      潮音町八丁目５番２１号                  
大字平田３８０番地１                    潮音町八丁目５番２５号                  
大字平田３８０番地１                    潮音町八丁目５番２５号                  
大字平田３８０番地７                    潮音町八丁目５番２２号                  
大字平田３８２番地４                    潮音町八丁目５番１６号                  
大字平田３８２番地６                    潮音町八丁目５番１４号                  
大字平田３８２番地８                    潮音町八丁目５番６号                    
大字平田３８２番地８                    潮音町八丁目５番６号                    
大字平田３８２番地１１                  潮音町八丁目５番５号                    
大字平田３８４番地１７                  潮音町七丁目６番８号                    
大字平田３８４番地１７                  潮音町七丁目６番８号                    
大字平田３８７番地１                    潮音町八丁目５番２５号                  
大字平田３８７番地１                    潮音町八丁目５番２５号                  
大字平田３９４番地１                    潮音町八丁目６番２０号                  
大字平田３９６番地４                    潮音町八丁目６番１２号                  
大字平田４０２番地２                    潮音町七丁目１０番５号                  
大字平田４０３番地１                    潮音町七丁目９番２０号                  
大字平田４０３番地３                    潮音町七丁目９番２３号                  
大字平田４０３番地３                    潮音町七丁目９番２３号                  
大字平田４０９番地１                    潮音町七丁目５番７号                    
大字平田４１０番地１４                  潮音町七丁目５番８号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
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大字平田４１０番地１８                  潮音町七丁目５番５号                    
大字平田４１２番地６                    潮音町七丁目２番１４号                  
大字平田４１２番地７                    潮音町七丁目２番８号                    
大字平田４１４番地                      潮音町七丁目２番３号                    
大字平田４１５番地                      潮音町七丁目８番７号                    
大字平田４１５番地                      潮音町七丁目８番７号                    
大字平田４１６番地１                    潮音町七丁目８番４１号                  
大字平田４１６番地２                    潮音町七丁目８番８号                    
大字平田４１６番地４                    潮音町七丁目８番１号                    
大字平田４１６番地９                    潮音町七丁目８番１０号                  
大字平田４１６番地１８                  潮音町七丁目８番３７号                  
大字平田４１６番地１９                  潮音町七丁目８番３８号                  
大字平田４１６番地１９                  潮音町七丁目８番３８号                  
大字平田４１６番地２２                  潮音町七丁目８番３９号                  
大字平田４１７番地                      潮音町七丁目８番３号                    
大字平田４１７番地                      潮音町七丁目８番３号                    
大字平田４１８番地２                    潮音町五丁目１６番１０号                
大字平田４１８番地２                    潮音町五丁目１６番１０号                
大字平田４１９番地                      潮音町五丁目１６番１３号                
大字平田４２０番地                      潮音町五丁目１６番１５号                
大字平田４２１番地                      潮音町七丁目８番３４号                  
大字平田４３０番地１                    潮音町七丁目９番３０号                  
大字平田４３０番地４                    潮音町七丁目９番３５号                  
大字平田４３２番地２                    潮音町七丁目１１番２５号                
大字平田４３２番地２                    潮音町七丁目１１番５号                  
大字平田４３２番地９                    潮音町七丁目１１番２号                  
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－３０２号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－３０１号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－３０２号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－２０２号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－２０１号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－１０１号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－２０１号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０号                
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－２０３号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－１０２号        
大字平田４３３番地８                    潮音町七丁目１１番２０－１０３号        
大字平田４３３番地１０                  潮音町七丁目１１番１６号                
大字平田４３３番地１０                  潮音町七丁目１１番１６号                
大字平田４３４番地３                    潮音町八丁目６番２０号                  
大字平田４３６番地７                    潮音町八丁目７番３号                    
大字平田４３６番地７                    潮音町八丁目７番３号                    
大字平田４３６番地７                    潮音町八丁目７番３号                    
大字平田４３７番地２                    潮音町八丁目７番８号                    
大字平田４３７番地８                    潮音町八丁目７番１１号                  
大字平田４３７番地８                    潮音町八丁目７番１１号                  
大字平田４３７番地１０                  潮音町八丁目７番１０号                  
大字平田４６０番地                      瑞穂町二丁目８番８号                    
青木町１１８４番地６                    美里町三丁目３番２号                    
青木町１１８４番地７                    美里町三丁目３番３号                    
青木町１１８４番地７                    美里町三丁目３番３号                    
青木町１１８４番地７                    美里町三丁目３番３号                    
青木町１１８４番地８                    美里町三丁目３番８号                    
青木町１１８４番地８                    美里町三丁目３番８号                    
青木町１１８４番地９                    美里町三丁目３番７号                    
青木町１１８４番地１１                  美里町三丁目３番１５号                  
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青木町１１８４番地２０                  美里町三丁目３番１０号                  
青木町１１８４番地２０                  美里町三丁目３番１０号                  
青木町１１８４番地２２                  美里町三丁目３番３７号                  


