
風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野一丁目１番地３ 大字風渡野６７９番地４

風渡野一丁目１番地５ 大字風渡野６７４番地４

風渡野一丁目１番地５ 大字風渡野６７９番地

風渡野一丁目４番地４ 大字風渡野７５９番地２

風渡野一丁目４番地５ 大字風渡野７６０番地

風渡野一丁目５番地１ 大字風渡野７０６番地１

風渡野一丁目５番地２ 大字風渡野７６１番地

風渡野一丁目５番地５ 大字風渡野７５９番地１

風渡野一丁目５番地５ 大字風渡野７６６番地１

風渡野一丁目６番地８ 大字風渡野７６６番地１

風渡野一丁目８番地１ 大字風渡野６８３番地１

風渡野一丁目８番地３ 大字風渡野６８３番地２

風渡野一丁目８番地５ 大字風渡野６８３番地３

風渡野一丁目８番地６ 大字風渡野６８４番地１

風渡野一丁目８番地８ 大字風渡野６８６番地５

風渡野一丁目８番地９ 大字風渡野６８６番地４

風渡野一丁目８番地１０ 大字風渡野６８６番地１

風渡野一丁目８番地１２ 大字風渡野６８６番地

風渡野一丁目８番地１４ 大字風渡野６８７番地６

風渡野一丁目８番地１５ 大字風渡野６８４番地２

風渡野一丁目９番地１ 大字風渡野６８７番地１

風渡野一丁目９番地１ 大字風渡野６８７番地

風渡野一丁目９番地２ 大字風渡野６８７番地１

風渡野一丁目９番地３ 大字風渡野６８９番地１

風渡野一丁目９番地６ 大字風渡野６８９番地４

風渡野一丁目９番地７ 大字風渡野６８７番地７

風渡野一丁目９番地１０ 大字風渡野６９０番地２



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野一丁目９番地１２ 大字風渡野６８７番地２

風渡野一丁目１０番地１ 大字風渡野６９５番地５

風渡野一丁目１０番地２ 大字風渡野６８５番地１

風渡野一丁目１０番地４ 大字風渡野６９３番地

風渡野一丁目１０番地６ 大字風渡野６９４番地２

風渡野一丁目１０番地６ 大字風渡野６９４番地

風渡野一丁目１０番地１１ 大字風渡野２５５番地

風渡野一丁目１０番地１３ 大字風渡野２６２番地

風渡野一丁目１０番地１５ 大字風渡野２６３番地

風渡野一丁目１０番地１７ 大字風渡野６９２番地５

風渡野一丁目１０番地１８ 大字風渡野６９５番地５

風渡野一丁目１１番地４ 大字風渡野７０７番地４

風渡野一丁目１１番地５ 大字風渡野７６０番地

風渡野一丁目１１番地９ 大字風渡野１３３番地

風渡野一丁目１２番地２ 大字風渡野７０２番地８

風渡野一丁目１２番地１３ 大字風渡野１２８番地１

風渡野一丁目１２番地１４ 大字風渡野７０２番地５

風渡野一丁目１２番地１７ 大字風渡野７０２番地４

風渡野一丁目１３番地２ 大字風渡野７７０番地

風渡野一丁目１３番地４ 大字風渡野７６９番地

風渡野一丁目１３番地８ 大字風渡野７７０番地２

風渡野一丁目１４番地５ 大字風渡野７７８番地１

風渡野一丁目１６番地４ 大字風渡野１２７番地５

風渡野一丁目１６番地６ 大字風渡野１２７番地４

風渡野一丁目１６番地７ 大字風渡野１２７番地１

風渡野一丁目１６番地９ 大字風渡野１２７番地３

風渡野一丁目１６番地１０ 大字風渡野１２７番地５



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野一丁目１６番地１１ 大字風渡野１２７番地２

風渡野一丁目１６番地１２ 大字風渡野１２７番地２

風渡野一丁目１６番地１３ 大字風渡野１２７番地２

風渡野一丁目１６番地１４ 大字風渡野１２７番地２

風渡野一丁目１６番地１５ 大字風渡野１２８番地３

風渡野一丁目１６番地１６ 大字風渡野１２８番地３

風渡野一丁目１６番地１９ 大字風渡野１３０番地

風渡野二丁目１番地１ 大字風渡野２６１番地６

風渡野二丁目１番地８ 大字風渡野２６１番地５

風渡野二丁目２番地４ 大字風渡野２５３番地

風渡野二丁目２番地６ 大字風渡野２５５番地

風渡野二丁目２番地７ 大字風渡野２５６番地

風渡野二丁目２番地８ 大字風渡野２５７番地３

風渡野二丁目２番地９ 大字風渡野２５２番地５

風渡野二丁目２番地１０ 大字風渡野２５２番地

風渡野二丁目２番地１２ 大字風渡野１３７番地

風渡野二丁目２番地１３ 大字風渡野１３７番地

風渡野二丁目２番地１５ 大字風渡野１３８番地

風渡野二丁目２番地１６ 大字風渡野２４４番地２

風渡野二丁目２番地１７ 大字風渡野２４４番地３

風渡野二丁目２番地１８ 大字風渡野２４４番地４

風渡野二丁目２番地１９ 大字風渡野２５０番地

風渡野二丁目２番地２０ 大字風渡野２５０番地

風渡野二丁目２番地２２ 大字風渡野２５１番地

風渡野二丁目２番地２３ 大字風渡野２５１番地

風渡野二丁目２番地２４ 大字風渡野２５１番地

風渡野二丁目２番地２５ 大字風渡野２５２番地７



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野二丁目２番地２６ 大字風渡野２５４番地１

風渡野二丁目２番地２７ 大字風渡野２５４番地２

風渡野二丁目２番地２８ 大字風渡野２５４番地３

風渡野二丁目３番地２ 大字風渡野１３２番地

風渡野二丁目３番地３ 大字風渡野１３２番地

風渡野二丁目３番地４ 大字風渡野１３２番地

風渡野二丁目３番地５ 大字風渡野１３４番地

風渡野二丁目３番地６ 大字風渡野１３５番地

風渡野二丁目３番地９ 大字風渡野１４２番地

風渡野二丁目３番地１１ 大字風渡野２２２番地５

風渡野二丁目３番地１２ 大字風渡野２２２番地３

風渡野二丁目３番地１５ 大字風渡野２２２番地７

風渡野二丁目３番地１６ 大字風渡野２２２番地８

風渡野二丁目３番地１９ 大字風渡野１５１番地

風渡野二丁目３番地２０ 大字風渡野１４１番地

風渡野二丁目３番地２１ 大字風渡野１４１番地

風渡野二丁目３番地２２ 大字風渡野１４１番地

風渡野二丁目３番地２３ 大字風渡野１４１番地

風渡野二丁目３番地２７ 大字風渡野１３５番地

風渡野二丁目４番地３ 大字風渡野１４４番地２

風渡野二丁目５番地１ 大字風渡野１４２番地

風渡野二丁目５番地７ 大字風渡野１５７番地２

風渡野二丁目５番地９ 大字風渡野１５８番地３

風渡野二丁目５番地１０ 大字風渡野１５８番地２

風渡野二丁目５番地１１ 大字風渡野１５８番地６

風渡野二丁目５番地１２ 大字風渡野１５８番地３

風渡野二丁目５番地１３ 大字風渡野１５７番地１



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野二丁目５番地１４ 大字風渡野１４６番地

風渡野二丁目５番地１５ 大字風渡野１４７番地

風渡野二丁目５番地１７ 大字風渡野１４８番地

風渡野二丁目５番地１９ 大字風渡野１４２番地

風渡野二丁目６番地１ 大字風渡野１５０番地

風渡野二丁目６番地１ 大字風渡野１５３番地１

風渡野二丁目６番地４ 大字風渡野１５７番地１

風渡野二丁目６番地５ 大字風渡野１５６番地１

風渡野二丁目６番地７ 大字風渡野１５５番地

風渡野二丁目６番地９ 大字風渡野１５５番地

風渡野二丁目６番地１０ 大字風渡野１５５番地

風渡野二丁目６番地１３ 大字風渡野１５４番地

風渡野二丁目６番地１４ 大字風渡野１５０番地

風渡野二丁目６番地１７ 大字風渡野１５３番地１

風渡野二丁目９番地１ 大字風渡野２３７番地１

風渡野二丁目９番地２ 大字風渡野２４３番地

風渡野二丁目９番地６ 大字風渡野２３８番地

風渡野二丁目１０番地１ 大字風渡野２３５番地１

風渡野二丁目１０番地５ 大字風渡野２３４番地１

風渡野二丁目１０番地７ 大字風渡野２３６番地２

風渡野二丁目１０番地１１ 大字風渡野２３６番地７

風渡野二丁目１０番地１２ 大字風渡野２３６番地１０

風渡野二丁目１０番地１５ 大字風渡野２３６番地５

風渡野二丁目１０番地１８ 大字風渡野２３４番地１０

風渡野二丁目１０番地１９ 大字風渡野２３３番地４

風渡野二丁目１０番地２０ 大字風渡野２３３番地１

風渡野二丁目１０番地２１ 大字風渡野２３４番地１



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野二丁目１０番地２２ 大字風渡野２３４番地

風渡野二丁目１０番地２５ 大字風渡野２３４番地

風渡野二丁目１０番地２６ 大字風渡野２３４番地７

風渡野二丁目１１番地３ 大字風渡野２３２番地９

風渡野二丁目１１番地４ 大字風渡野２１２番地５

風渡野二丁目１１番地５ 大字風渡野２１２番地５

風渡野二丁目１１番地６ 大字風渡野２１２番地４

風渡野二丁目１１番地７ 大字風渡野２１２番地３

風渡野二丁目１１番地８ 大字風渡野２１２番地２

風渡野二丁目１１番地１１ 大字風渡野２８０番地２

風渡野二丁目１２番地３ 大字風渡野２１２番地１

風渡野二丁目１２番地７ 大字風渡野２０２番地１

風渡野二丁目１２番地１１ 大字風渡野２０１番地１

風渡野二丁目１２番地１３ 大字風渡野２０２番地３

風渡野二丁目１２番地１４ 大字風渡野２３２番地１

風渡野二丁目１３番地８ 大字風渡野２０５番地２

風渡野二丁目１３番地９ 大字風渡野２１８番地

風渡野二丁目１３番地１１ 大字東門前４５８番地

風渡野二丁目１３番地１３ 大字風渡野２０７番地

風渡野二丁目１４番地２ 大字風渡野１６３番地４

風渡野二丁目１４番地３ 大字風渡野１６３番地１

風渡野二丁目１４番地４ 大字風渡野１６１番地１

風渡野二丁目１４番地６ 大字風渡野１５９番地１０

風渡野二丁目１４番地９ 大字風渡野１６０番地２

風渡野二丁目１４番地１１ 大字風渡野１６８番地４

風渡野二丁目１４番地１４ 大字風渡野１６１番地１

風渡野二丁目１４番地１９ 大字風渡野２２１番地５



風渡野南地区 新旧住所対照表 R4年2月10日

新住所 旧住所

風渡野二丁目１５番地３ 大字風渡野１５９番地１７

風渡野二丁目１５番地４ 大字風渡野１５９番地２４

風渡野二丁目１５番地５ 大字風渡野１５９番地７

風渡野二丁目１５番地７ 大字風渡野１５９番地１４

風渡野二丁目１５番地８ 大字風渡野１５９番地１６

風渡野二丁目１５番地９ 大字風渡野１５９番地２０

風渡野二丁目１５番地１１ 大字風渡野１６０番地２

風渡野二丁目１５番地１３ 大字風渡野１５９番地２

風渡野二丁目１５番地１５ 大字風渡野１５９番地２４

風渡野二丁目１５番地１６ 大字風渡野１５９番地１０

風渡野二丁目１５番地１７ 大字風渡野１６１番地４


