
住 居 表 示 新 旧 対 照 表

平成３０年１０月１日　実施

苫　　小　　牧　　市

錦
きんせいちょう

西町・北星
ほくせいちょう

町



　この度、「錦西地区住居表示整備事業」（第２０年次）の実施地区（錦西町・北星町）につ

いて、平成３０年１０月１日に住居表示を実施します。

　従来の住所は、土地に付けられた番号である地番で表していましたが、今後は街区符号・住

居番号により、住所を表すことになります。

　苫小牧市では、昭和４４年から「誰もが訪ねやすく、わかりやすい町づくり」のため、住居

表示整備事業を実施しております。

　１０月１日からは、新しい住所をお使いくださいますようお願いします。

住居表示の実施に当たって

平成３０年９月１４日

苫小牧市長　岩 倉　博 文



一般住宅

苫小牧市

苫小牧市

中高層（３階建て以上　※１階が車庫の場合は除く）

苫小牧市

苫小牧市

アパート等（１階建て・２階建て・１階が車庫の３階建て）

苫小牧市

苫小牧市

錦西町は０５９－１２６６、北星町は０５９－１２７７ となります。

本籍、不動産登記のうち建物の所在

苫小牧市

苫小牧市

不動産登記のうち土地の所在・地番

苫小牧市

苫小牧市

Ａマンション▲▲▲

○○○番地○○

○○○番地○○

○○○番○○

○○○番○○

錦西町○丁目

北星町○丁目

新しい町名 今までと同じ

錦西町○丁目

○○番 ○○号

○○番 ○○号

○○番

○○番 ○○－▲▲▲号

○○－▲▲▲号

街区符号 住居番号

○○号

○○番 ○○号

北星町○丁目

新しい町名 今までと同じ

錦西町○丁目

北星町○丁目

○○番

錦西町○丁目

北星町○丁目

方書（従来と同じ）町　名 街区符号 住居番号

新 し い 住 所 の 表 し 方　

郵 便 番 号 に つ い て

本籍、不動産（土地・建物）の所在などの表し方

Ａマンション▲▲▲

町　名 街区符号 住居番号

北星町○丁目

錦西町○丁目

町　名
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１番１号 字錦岡９０３番地の３

錦西町１丁目１番８号 字錦岡９０３番地の１

錦西町１丁目１番１０号 字錦岡９０３番地の２

錦西町１丁目２番１号 字錦岡９０１番地の３

錦西町１丁目２番３号 字錦岡９０１番地の４

錦西町１丁目２番９号 字錦岡９０１番地の１

錦西町１丁目２番１０号 字錦岡９０１番地の２

錦西町１丁目３番１号 字錦岡２７０番地の７１６

錦西町１丁目３番５号 字錦岡２７０番地の７１７

錦西町１丁目３番６号 字錦岡２７０番地の３９２

錦西町１丁目３番９号 字錦岡２７０番地の３９１

錦西町１丁目３番１２号 字錦岡２７０番地の３９０

錦西町１丁目３番１６号 字錦岡２７０番地の６８３

錦西町１丁目３番１７号 字錦岡２７０番地の７１３

錦西町１丁目３番１９号 字錦岡２７０番地の７１４

錦西町１丁目３番２０号 字錦岡２７０番地の７１５

錦西町１丁目４番１号 字錦岡２７０番地の３６５

錦西町１丁目４番３号 字錦岡２７０番地の３６６

錦西町１丁目４番５号 字錦岡２７０番地の４２７

錦西町１丁目４番６号 字錦岡２７０番地の４２８

錦西町１丁目４番８号 字錦岡２７０番地の４２９

錦西町１丁目４番１０号 字錦岡２７０番地の４３０

錦西町１丁目４番１１号 字錦岡２７０番地の４３１

錦西町１丁目４番１５号 字錦岡２７０番地の４３３

錦西町１丁目４番１６号 字錦岡２７０番地の５２３

錦西町１丁目４番１７号 字錦岡２７０番地の５２４

錦西町１丁目４番２０号 字錦岡２７０番地の５２５

錦西町１丁目４番２１号 字錦岡２７０番地の５２６

錦西町１丁目４番２３号 字錦岡２７０番地の５２７

錦西町１丁目４番２４号 字錦岡２７０番地の５２８

錦西町１丁目４番２５号 字錦岡２７０番地の５２９

錦西町１丁目４番３３号 字錦岡２７０番地の５１７

錦西町１丁目４番３４号 字錦岡２７０番地の５１８

錦西町１丁目４番３５号 字錦岡２７０番地の５１９
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目４番３８号 字錦岡２７０番地の５２０

錦西町１丁目４番３９号 字錦岡２７０番地の５２１

錦西町１丁目４番４１号 字錦岡２７０番地の５２２

錦西町１丁目４番４３号 字錦岡２７０番地の４２０

錦西町１丁目４番４５号 字錦岡２７０番地の４２１

錦西町１丁目４番４６号 字錦岡２７０番地の４２２

錦西町１丁目４番４７号 字錦岡２７０番地の４２３

錦西町１丁目４番４８号 字錦岡２７０番地の４２４

錦西町１丁目４番５０号 字錦岡２７０番地の４２５

錦西町１丁目４番５２号 字錦岡２７０番地の４２６

錦西町１丁目４番５３号 字錦岡２７０番地の４１８

錦西町１丁目４番５５号 字錦岡２７０番地の４１９

錦西町１丁目４番５６号 字錦岡２７０番地の３６１

錦西町１丁目４番６１号 字錦岡２７０番地の３６２

錦西町１丁目４番６２号 字錦岡２７０番地の３６３

錦西町１丁目４番６４号 字錦岡２７０番地の３６４

錦西町１丁目５番１号 字錦岡２７０番地の４６３

錦西町１丁目５番３号 字錦岡２７０番地の４６４

錦西町１丁目５番５号 字錦岡２７０番地の４６５

錦西町１丁目６番１号 字錦岡２７０番地の４６２

錦西町１丁目６番５号 字錦岡２７０番地の４６１

錦西町１丁目６番７号 字錦岡２７０番地の４５９

錦西町１丁目６番９号 字錦岡２７０番地の４５７

錦西町１丁目６番１１号 字錦岡２７０番地の４５５

錦西町１丁目６番１３号 字錦岡２７０番地の４５３

錦西町１丁目６番１５号 字錦岡２７０番地の４５１

錦西町１丁目６番１６号 字錦岡２７０番地の４４９

錦西町１丁目６番１８号 字錦岡２７０番地の４４７

錦西町１丁目６番２０号 字錦岡２７０番地の４４５

錦西町１丁目６番２３号 字錦岡２７０番地の４４３

錦西町１丁目６番２４号 字錦岡２７０番地の４４１

錦西町１丁目６番２７号 字錦岡２７０番地の４４２

錦西町１丁目６番３０号 字錦岡２７０番地の４４４

錦西町１丁目６番３３号 字錦岡２７０番地の４４６

錦西町１丁目６番３５号 字錦岡２７０番地の４４８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目６番３６号 字錦岡２７０番地の４５０

錦西町１丁目６番３８号 字錦岡２７０番地の４５２

錦西町１丁目６番４０号 字錦岡２７０番地の４５４

錦西町１丁目６番４１号 字錦岡２７０番地の４５６

錦西町１丁目６番４３号 字錦岡２７０番地の４５８

錦西町１丁目６番４５号 字錦岡２７０番地の４６０

錦西町１丁目７番１号 字錦岡２７０番地の５０９

錦西町１丁目７番２号 字錦岡２７０番地の５１０

錦西町１丁目７番４号 字錦岡２７０番地の５１１

錦西町１丁目７番５号 字錦岡２７０番地の５１２

錦西町１丁目７番７号 字錦岡２７０番地の５１３

錦西町１丁目７番９号 字錦岡２７０番地の５１４

錦西町１丁目７番１１号 字錦岡２７０番地の５１５

錦西町１丁目７番１５号 字錦岡２７０番地の５０２

錦西町１丁目７番１６号 字錦岡２７０番地の５０３

錦西町１丁目７番１８号 字錦岡２７０番地の５０４

錦西町１丁目７番１９号 字錦岡２７０番地の５０５

錦西町１丁目７番２２号 字錦岡２７０番地の５０６

錦西町１丁目７番２３号 字錦岡２７０番地の５０７

錦西町１丁目７番２５号 字錦岡２７０番地の５０８

錦西町１丁目８番１号 字錦岡２７０番地の３４４

錦西町１丁目８番３号 字錦岡２７０番地の４１３

錦西町１丁目８番５号 字錦岡２７０番地の４１４

錦西町１丁目８番６号 字錦岡２７０番地の４１５

錦西町１丁目８番８号 字錦岡２７０番地の４１６

錦西町１丁目８番１２号 字錦岡２７０番地の４１７

錦西町１丁目８番１５号 字錦岡２７０番地の３３８

錦西町１丁目８番１７号 字錦岡２７０番地の３３９

錦西町１丁目８番１９号 字錦岡２７０番地の３４０

錦西町１丁目８番２０号 字錦岡２７０番地の３４１

錦西町１丁目８番２２号 字錦岡２７０番地の３４２

錦西町１丁目８番２４号 字錦岡２７０番地の３４３

錦西町１丁目９番１号 字錦岡２７０番地の３３２

錦西町１丁目９番３号 字錦岡２７０番地の３３３
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目９番５号 字錦岡２７０番地の３３４

錦西町１丁目９番６号 字錦岡２７０番地の３３５

錦西町１丁目９番７号 字錦岡２７０番地の３３６

錦西町１丁目９番８号 字錦岡２７０番地の３３７

錦西町１丁目９番１３号 字錦岡２７０番地の３２６

錦西町１丁目９番１４号 字錦岡２７０番地の３２７

錦西町１丁目９番１６号 字錦岡２７０番地の３２８

錦西町１丁目９番１８号 字錦岡２７０番地の３２９

錦西町１丁目９番１９号 字錦岡２７０番地の３３０

錦西町１丁目９番２２号 字錦岡２７０番地の３３１

錦西町１丁目１０番１号 字錦岡２７０番地の４９５

錦西町１丁目１０番３号 字錦岡２７０番地の４９６

錦西町１丁目１０番４号 字錦岡２７０番地の４９７

錦西町１丁目１０番６号 字錦岡２７０番地の４９８

錦西町１丁目１０番７号 字錦岡２７０番地の４９９

錦西町１丁目１０番８号 字錦岡２７０番地の５００

錦西町１丁目１０番１２号 字錦岡２７０番地の５０１

錦西町１丁目１０番１３号 字錦岡２７０番地の４８８

錦西町１丁目１０番１５号 字錦岡２７０番地の４８９

錦西町１丁目１０番１７号 字錦岡２７０番地の４９０

錦西町１丁目１０番１８号 字錦岡２７０番地の４９１

錦西町１丁目１０番２１号 字錦岡２７０番地の４９２

錦西町１丁目１０番２２号 字錦岡２７０番地の４９３

錦西町１丁目１０番２４号 字錦岡２７０番地の４９４

錦西町１丁目１１番２号 字錦岡２７０番地の４８３

錦西町１丁目１１番４号 字錦岡２７０番地の４８４

錦西町１丁目１１番５号 字錦岡２７０番地の４８５

錦西町１丁目１１番１０号 字錦岡２７０番地の４８７

錦西町１丁目１１番１３号 字錦岡２７０番地の４７６

錦西町１丁目１１番１５号 字錦岡２７０番地の４７７

錦西町１丁目１１番１６号 字錦岡２７０番地の４７８

錦西町１丁目１１番１７号 字錦岡２７０番地の４７９

錦西町１丁目１１番１９号 字錦岡２７０番地の４８０

錦西町１丁目１１番２３号 字錦岡２７０番地の４８１
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１２番１号 字錦岡２７０番地の３２０

錦西町１丁目１２番３号 字錦岡２７０番地の３２１

錦西町１丁目１２番４号 字錦岡２７０番地の３２２

錦西町１丁目１２番６号 字錦岡２７０番地の３２３

錦西町１丁目１２番８号 字錦岡２７０番地の３２４

錦西町１丁目１２番９号 字錦岡２７０番地の３２５

錦西町１丁目１２番１４号 字錦岡２７０番地の３１４

錦西町１丁目１２番１６号 字錦岡２７０番地の３１５

錦西町１丁目１２番１８号 字錦岡２７０番地の３１６

錦西町１丁目１２番１９号 字錦岡２７０番地の３１７

錦西町１丁目１２番２０号 字錦岡２７０番地の３１８

錦西町１丁目１２番２３号 字錦岡２７０番地の３１９

錦西町１丁目１３番１号 字錦岡２７０番地の３０８

錦西町１丁目１３番２号 字錦岡２７０番地の３０９

錦西町１丁目１３番４号 字錦岡２７０番地の３１０

錦西町１丁目１３番５号 字錦岡２７０番地の３１１

錦西町１丁目１３番７号 字錦岡２７０番地の３１２

錦西町１丁目１３番１０号 字錦岡２７０番地の３１３

錦西町１丁目１３番１２号 字錦岡２７０番地の３０２

錦西町１丁目１３番１３号 字錦岡２７０番地の３０３

錦西町１丁目１３番１５号 字錦岡２７０番地の３０４

錦西町１丁目１３番１７号 字錦岡２７０番地の３０５

錦西町１丁目１３番１８号 字錦岡２７０番地の３０６

錦西町１丁目１３番１９号 字錦岡２７０番地の３０７

錦西町１丁目１４番１号 字錦岡２７０番地の３６０

錦西町１丁目１４番５号 字錦岡２７０番地の３５９

錦西町１丁目１４番６号 字錦岡２７０番地の３５７

錦西町１丁目１４番７号 字錦岡２７０番地の３５５

錦西町１丁目１４番８号 字錦岡２７０番地の３５３

錦西町１丁目１４番１０号 字錦岡２７０番地の３５１

錦西町１丁目１４番１２号 字錦岡２７０番地の３４９

錦西町１丁目１４番１３号 字錦岡２７０番地の３４７

錦西町１丁目１４番１７号 字錦岡２７０番地の３４５

錦西町１丁目１４番１９号 字錦岡２７０番地の３４６

錦西町１丁目１４番２０号 字錦岡２７０番地の３４８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１４番２２号 字錦岡２７０番地の３５０

錦西町１丁目１４番２３号 字錦岡２７０番地の３５２

錦西町１丁目１４番２５号 字錦岡２７０番地の３５４

錦西町１丁目１４番２６号 字錦岡２７０番地の３５６

錦西町１丁目１４番２８号 字錦岡２７０番地の３５８

錦西町１丁目１５番１号 字錦岡２７０番地の３８９

錦西町１丁目１５番４号 字錦岡２７０番地の３８８

錦西町１丁目１５番６号 字錦岡２７０番地の３８６

錦西町１丁目１５番８号 字錦岡２７０番地の３８４

錦西町１丁目１５番９号 字錦岡２７０番地の３８２

錦西町１丁目１５番１１号 字錦岡２７０番地の３８０

錦西町１丁目１５番１２号 字錦岡２７０番地の３７８

錦西町１丁目１５番１７号 字錦岡２７０番地の３７６

錦西町１丁目１５番１９号 字錦岡２７０番地の３７７

錦西町１丁目１５番２２号 字錦岡２７０番地の３７９

錦西町１丁目１５番２３号 字錦岡２７０番地の３８１

錦西町１丁目１５番２５号 字錦岡２７０番地の３８３

錦西町１丁目１５番２６号 字錦岡２７０番地の３８５

錦西町１丁目１５番２８号 字錦岡２７０番地の３８７

錦西町１丁目１６番６号 字錦岡２７０番地の７０９

錦西町１丁目１６番７号 字錦岡２７０番地の７０８

錦西町１丁目１６番８号 字錦岡２７０番地の７０７

錦西町１丁目１６番１１号 字錦岡２７０番地の７０６

錦西町１丁目１６番１２号 字錦岡２７０番地の３７５

錦西町１丁目１６番１３号 字錦岡２７０番地の３７４

錦西町１丁目１６番１５号 字錦岡２７０番地の３７３

錦西町１丁目１６番１６号 字錦岡２７０番地の３７２

錦西町１丁目１６番１９号 字錦岡２７０番地の６７３

錦西町１丁目１６番２０号 字錦岡２７０番地の６７２

錦西町１丁目１６番２２号 字錦岡２７０番地の６７１

錦西町１丁目１６番２４号 字錦岡２７０番地の６６９

錦西町１丁目１７番１号 字錦岡２７０番地の３７１

錦西町１丁目１７番３号 字錦岡２７０番地の３７０

錦西町１丁目１７番６号 字錦岡２７０番地の３６９
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１７番８号 字錦岡２７０番地の３６８

錦西町１丁目１７番１２号 字錦岡２７０番地の６６４

錦西町１丁目１７番１５号 字錦岡２７０番地の６６５

錦西町１丁目１７番１７号 字錦岡２７０番地の６６６

錦西町１丁目１７番１９号 字錦岡２７０番地の６６７

錦西町１丁目１８番１号 字錦岡２７０番地の２９１

錦西町１丁目１８番５号 字錦岡２７０番地の２９０

錦西町１丁目１８番６号 字錦岡２７０番地の２８８

錦西町１丁目１８番７号 字錦岡２７０番地の２８６

錦西町１丁目１８番８号 字錦岡２７０番地の２８５

錦西町１丁目１８番９号 字錦岡２７０番地の２８４

錦西町１丁目１８番１１号 字錦岡２７０番地の２８３

錦西町１丁目１８番１２号 字錦岡２７０番地の２８２ ロイヤルハイム錦西

錦西町１丁目１８番１４号 字錦岡２７０番地の２８１

錦西町１丁目１８番１６号 字錦岡２７０番地の２８０

錦西町１丁目１８番１８号 字錦岡２７０番地の６８６

錦西町１丁目１８番１９号 字錦岡２７０番地の６９３

錦西町１丁目１８番２１号 字錦岡２７０番地の６９４

錦西町１丁目１８番２３号 字錦岡２７０番地の４３７

錦西町１丁目１８番２５号 字錦岡２７０番地の４３６

錦西町１丁目１８番３０号 字錦岡２７０番地の４３４

錦西町１丁目１８番３３号 字錦岡２７０番地の４３５

錦西町１丁目１８番３７号 字錦岡２７０番地の６９６

錦西町１丁目１８番４０号 字錦岡２７０番地の２７９

錦西町１丁目１８番４１号 字錦岡２７０番地の４０６

錦西町１丁目１８番４３号 字錦岡２７０番地の４０７

錦西町１丁目１８番４５号 字錦岡２７０番地の４０８

錦西町１丁目１８番４６号 字錦岡２７０番地の４０９

錦西町１丁目１８番４７号 字錦岡２７０番地の４１０

錦西町１丁目１８番５０号 字錦岡２７０番地の４１１

錦西町１丁目１８番５１号 字錦岡２７０番地の４１２

錦西町１丁目１８番５４号 字錦岡２７０番地の２８７

錦西町１丁目１８番５６号 字錦岡２７０番地の２８９

錦西町１丁目１９番１号 字錦岡２７０番地の２９７

錦西町１丁目１９番３号 字錦岡２７０番地の２９８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１９番５号 字錦岡２７０番地の２９９

錦西町１丁目１９番６号 字錦岡２７０番地の３００

錦西町１丁目１９番７号 字錦岡２７０番地の３０１

錦西町１丁目１９番１１号 字錦岡２７０番地の２９２

錦西町１丁目１９番１４号 字錦岡２７０番地の２９３

錦西町１丁目１９番１６号 字錦岡２７０番地の２９４

錦西町１丁目１９番１７号 字錦岡２７０番地の２９５

錦西町１丁目１９番１８号 字錦岡２７０番地の２９６

錦西町１丁目２１番１号 字錦岡２７０番地の４７５

錦西町１丁目２１番３号 字錦岡２７０番地の４７４

錦西町１丁目２１番６号 字錦岡２７０番地の４７２

錦西町１丁目２１番９号 字錦岡２７０番地の４７０

錦西町１丁目２１番１０号 字錦岡２７０番地の４６８

錦西町１丁目２１番１２号 字錦岡２７０番地の４６６

錦西町１丁目２１番１６号 字錦岡２７０番地の４６７

錦西町１丁目２１番１７号 字錦岡２７０番地の４６９

錦西町１丁目２１番１９号 字錦岡２７０番地の４７１

錦西町１丁目２１番２０号 字錦岡２７０番地の４７３

錦西町１丁目２２番７号 字錦岡２７０番地の４３９

錦西町１丁目２２番９号 字錦岡２７０番地の４４０
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目１番４号 字錦岡２７０番地の６５４

錦西町２丁目３番１号 字錦岡５７３番地の７ ビレッジハウス錦岡（１号棟）

錦西町２丁目３番２号 字錦岡５７３番地の７ ビレッジハウス錦岡（２号棟）

錦西町２丁目３番３号 字錦岡５７３番地の１８３ ビレッジハウス錦岡（３号棟）

錦西町２丁目３番４号 字錦岡５７３番地の１８３ ビレッジハウス錦岡（４号棟）

錦西町２丁目３番３３号 字錦岡５７３番地の３２０

錦西町２丁目４番１号 字錦岡５７３番地の３４４

錦西町２丁目４番３号 字錦岡５７３番地の３４５

錦西町２丁目４番５号 字錦岡５７３番地の３４６

錦西町２丁目４番６号 字錦岡５７３番地の３４７

錦西町２丁目４番７号 字錦岡５７３番地の３４８

錦西町２丁目４番８号 字錦岡５７３番地の３４９

錦西町２丁目４番１３号 字錦岡５７３番地の３３７

錦西町２丁目４番１６号 字錦岡５７３番地の３３８

錦西町２丁目４番１９号 字錦岡５７３番地の３４０

錦西町２丁目４番２０号 字錦岡５７３番地の３４１

錦西町２丁目４番２２号 字錦岡５７３番地の３４３

錦西町２丁目５番３号 字錦岡５７３番地の３７８

錦西町２丁目５番４号 字錦岡５７３番地の３７９

錦西町２丁目５番５号 字錦岡５７３番地の３８０

錦西町２丁目５番９号 字錦岡５７３番地の３０１

錦西町２丁目５番１０号 字錦岡５７３番地の３００

錦西町２丁目５番１１号 字錦岡５７３番地の２９９

錦西町２丁目５番１５号 字錦岡５７３番地の２９８

錦西町２丁目５番２３号 字錦岡５７３番地の３０２

錦西町２丁目５番２４号 字錦岡５７３番地の３７５

錦西町２丁目５番２６号 字錦岡５７３番地の３７６

錦西町２丁目５番２７号 字錦岡５７３番地の３７７

錦西町２丁目５番２８号 字錦岡５７３番地の３０６

錦西町２丁目６番１号 字錦岡５７３番地の２３７

錦西町２丁目６番４号 字錦岡５７３番地の２３８

錦西町２丁目６番７号 字錦岡５７３番地の２４０

錦西町２丁目６番１０号 字錦岡５７３番地の２４２
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目６番１２号 字錦岡５７３番地の２４３

錦西町２丁目６番１３号 字錦岡５７３番地の２４４

錦西町２丁目６番１４号 字錦岡５７３番地の２４５

錦西町２丁目６番１７号 字錦岡５７３番地の２４７

錦西町２丁目６番１８号 字錦岡５７３番地の２４８

錦西町２丁目７番４号 字錦岡５７３番地の２２６

錦西町２丁目７番５号 字錦岡５７３番地の２２７

錦西町２丁目７番８号 字錦岡５７３番地の２２９

錦西町２丁目７番１０号 字錦岡５７３番地の２３０

錦西町２丁目７番１４号 字錦岡５７３番地の２３４

錦西町２丁目７番１６号 字錦岡５７３番地の２３５

錦西町２丁目７番１８号 字錦岡５７３番地の２３６

錦西町２丁目７番２１号 字錦岡５７３番地の２１１

錦西町２丁目７番２３号 字錦岡５７３番地の２１２

錦西町２丁目７番２５号 字錦岡５７３番地の２１３

錦西町２丁目７番２９号 字錦岡５７３番地の２１６

錦西町２丁目７番３０号 字錦岡５７３番地の２１７

錦西町２丁目７番３２号 字錦岡５７３番地の２１８

錦西町２丁目７番３３号 字錦岡５７３番地の２１９

錦西町２丁目７番３５号 字錦岡５７３番地の２２１

錦西町２丁目７番３９号 字錦岡５７３番地の２２２

錦西町２丁目８番１号 字錦岡５７３番地の２０５

錦西町２丁目８番３号 字錦岡５７３番地の２０６

錦西町２丁目８番４号 字錦岡５７３番地の２０７

錦西町２丁目８番５号 字錦岡５７３番地の２０８

錦西町２丁目８番１０号 字錦岡５７３番地の２１０

錦西町２丁目８番１４号 字錦岡５７３番地の２００

錦西町２丁目８番１６号 字錦岡５７３番地の２０２

錦西町２丁目８番１８号 字錦岡５７３番地の２０３

錦西町２丁目８番１９号 字錦岡５７３番地の２０４

錦西町２丁目９番１号 字錦岡５７３番地の２６６

錦西町２丁目９番２号 字錦岡５７３番地の２６７

錦西町２丁目９番３号 字錦岡５７３番地の２６８

錦西町２丁目９番５号 字錦岡５７３番地の２６９
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目９番６号 字錦岡５７３番地の２７０

錦西町２丁目９番１０号 字錦岡５７３番地の２７２

錦西町２丁目９番１１号 字錦岡５７３番地の２７３

錦西町２丁目９番１３号 字錦岡５７３番地の２７５

錦西町２丁目９番１６号 字錦岡５７３番地の２７７

錦西町２丁目９番１７号 字錦岡５７３番地の２７８

錦西町２丁目９番２０号 字錦岡５７３番地の２５３

錦西町２丁目９番２２号 字錦岡５７３番地の２５４

錦西町２丁目９番２５号 字錦岡５７３番地の２５６

錦西町２丁目９番２７号 字錦岡５７３番地の２５７

錦西町２丁目９番２９号 字錦岡５７３番地の２５９

錦西町２丁目９番３０号 字錦岡５７３番地の２６０

錦西町２丁目９番３３号 字錦岡５７３番地の２６２

錦西町２丁目９番３５号 字錦岡５７３番地の２６３

錦西町２丁目９番３８号 字錦岡５７３番地の２６５

錦西町２丁目１０番１号 字錦岡５７３番地の２８９

錦西町２丁目１０番２号 字錦岡５７３番地の２９０

錦西町２丁目１０番４号 字錦岡５７３番地の２９１

錦西町２丁目１０番６号 字錦岡５７３番地の２９２

錦西町２丁目１０番７号 字錦岡５７３番地の２９３

錦西町２丁目１０番１５号 字錦岡５７３番地の２９７

錦西町２丁目１０番１９号 字錦岡５７３番地の２８１

錦西町２丁目１０番２０号 字錦岡５７３番地の２８２

錦西町２丁目１０番２２号 字錦岡５７３番地の２８３

錦西町２丁目１０番２５号 字錦岡５７３番地の２８５

錦西町２丁目１０番２６号 字錦岡５７３番地の２８６

錦西町２丁目１０番３０号 字錦岡５７３番地の２８８

錦西町２丁目１１番１号 字錦岡５７３番地の３３０

錦西町２丁目１１番４号 字錦岡５７３番地の３３２

錦西町２丁目１１番５号 字錦岡５７３番地の３３３

錦西町２丁目１１番６号 字錦岡５７３番地の３３４

錦西町２丁目１１番８号 字錦岡５７３番地の３３５

錦西町２丁目１１番９号 字錦岡５７３番地の３３６

錦西町２丁目１１番１５号 字錦岡５７３番地の３２５

錦西町２丁目１１番１７号 字錦岡５７３番地の３２６
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目１１番１８号 字錦岡５７３番地の３２７

錦西町２丁目１１番２１号 字錦岡５７３番地の３２９

錦西町２丁目１２番１号 字錦岡５７３番地の３１９

錦西町２丁目１２番７号 字錦岡５７３番地の３１８

錦西町２丁目１２番１３号 字錦岡５７３番地の３１４

錦西町２丁目１３番１号 字錦岡５７３番地の４９２ クラフト錦西

錦西町２丁目１３番１６号 字錦岡５７３番地の３９１

錦西町２丁目１４番７号 字錦岡５７３番地の４８３

錦西町２丁目１４番８号 字錦岡５７３番地の３９９

錦西町２丁目１４番１０号 字錦岡５７３番地の３９３ メゾンド・ベル

錦西町２丁目１４番２９号 字錦岡５７３番地の３９４ メゾンドアピア

錦西町２丁目１４番４０号 字錦岡５７３番地の４００

錦西町２丁目１５番５号 字錦岡５７３番地の３８１

錦西町２丁目１５番８号 字錦岡５７３番地の３８２

錦西町２丁目１５番１１号 字錦岡５７３番地の４８５ ブリリアントＫ

錦西町２丁目１５番１８号 字錦岡５７３番地の１９７ コンパートＮ

錦西町２丁目１６番１０号 字錦岡５７３番地の１９６
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錦西町３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町３丁目２番１号 字錦岡５２１番地の２９３
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目３番５号 字錦岡５７３番地の１７

北星町１丁目３番６号 字錦岡５７３番地の１８

北星町１丁目３番９号 字錦岡５７３番地の１９

北星町１丁目３番１１号 字錦岡５７３番地の２０

北星町１丁目３番１３号 字錦岡５７３番地の２１

北星町１丁目３番１５号 字錦岡５７３番地の２２

北星町１丁目３番１７号 字錦岡５７３番地の２３

北星町１丁目３番１９号 字錦岡５７３番地の２４

北星町１丁目３番２０号 字錦岡５７３番地の２５

北星町１丁目３番２１号 字錦岡５７３番地の２６

北星町１丁目３番２４号 字錦岡５７３番地の２８

北星町１丁目３番２８号 字錦岡５７３番地の３１

北星町１丁目３番２９号 字錦岡５７３番地の３２

北星町１丁目３番３１号 字錦岡５７３番地の１２９

北星町１丁目３番３３号 字錦岡５７３番地の１３０

北星町１丁目３番３６号 字錦岡５７３番地の１３２

北星町１丁目３番３７号 字錦岡５７３番地の１３３

北星町１丁目３番３９号 字錦岡５７３番地の１３４

北星町１丁目３番４１号 字錦岡５７３番地の１３６

北星町１丁目４番１号 字錦岡５７３番地の４１

北星町１丁目４番３号 字錦岡５７３番地の４２

北星町１丁目４番６号 字錦岡５７３番地の４５

北星町１丁目４番８号 字錦岡５７３番地の４６

北星町１丁目４番１０号 字錦岡５７３番地の４７

北星町１丁目４番１１号 字錦岡５７３番地の４８

北星町１丁目４番１４号 字錦岡５７３番地の３３

北星町１丁目４番２３号 字錦岡５７３番地の３８

北星町１丁目４番２４号 字錦岡５７３番地の３９

北星町１丁目４番２８号 字錦岡５７３番地の４０

北星町１丁目５番４号 字錦岡５７３番地の１１５

北星町１丁目５番１３号 字錦岡５７３番地の１２０

北星町１丁目５番１６号 字錦岡５７３番地の１２１

北星町１丁目５番２１号 字錦岡５７３番地の１２４

北星町１丁目５番２３号 字錦岡５７３番地の１２６

北星町１丁目５番２５号 字錦岡５７３番地の１２８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目６番１号 字錦岡５７３番地の９７

北星町１丁目６番２号 字錦岡５７３番地の９８

北星町１丁目６番４号 字錦岡５７３番地の９９

北星町１丁目６番５号 字錦岡５７３番地の１００

北星町１丁目６番７号 字錦岡５７３番地の１０１

北星町１丁目６番８号 字錦岡５７３番地の１０２

北星町１丁目６番９号 字錦岡５７３番地の１０３

北星町１丁目６番１２号 字錦岡５７３番地の１０４

北星町１丁目６番１４号 字錦岡５７３番地の１０５

北星町１丁目６番２５号 字錦岡５７３番地の１１２

北星町１丁目７番４号 字錦岡５７３番地の５９

北星町１丁目７番９号 字錦岡５７３番地の６３

北星町１丁目７番１０号 字錦岡５７３番地の６４

北星町１丁目７番１９号 字錦岡５７３番地の５１

北星町１丁目７番２１号 字錦岡５７３番地の５２

北星町１丁目８番４号 字錦岡５７３番地の７５

北星町１丁目８番５号 字錦岡５７３番地の７６

北星町１丁目８番８号 字錦岡５７３番地の７８

北星町１丁目８番１７号 字錦岡５７３番地の６５

北星町１丁目８番１８号 字錦岡５７３番地の６６

北星町１丁目８番２０号 字錦岡５７３番地の６８

北星町１丁目８番２２号 字錦岡５７３番地の６９

北星町１丁目８番２３号 字錦岡５７３番地の７０

北星町１丁目８番２４号 字錦岡５７３番地の７１

北星町１丁目８番２６号 字錦岡５７３番地の７２

北星町１丁目９番１号 字錦岡５７３番地の８１

北星町１丁目９番２号 字錦岡５７３番地の８２

北星町１丁目９番３号 字錦岡５７３番地の８３

北星町１丁目９番５号 字錦岡５７３番地の８４

北星町１丁目９番７号 字錦岡５７３番地の８５

北星町１丁目９番８号 字錦岡５７３番地の８６

北星町１丁目９番１０号 字錦岡５７３番地の８７

北星町１丁目９番１３号 字錦岡５７３番地の８８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目９番１５号 字錦岡５７３番地の８９

北星町１丁目９番１９号 字錦岡５７３番地の９１

北星町１丁目９番２７号 字錦岡５７３番地の９６

北星町１丁目１０番１号 字錦岡５７３番地の１４５

北星町１丁目１０番１４号 字錦岡５７３番地の１４０

北星町１丁目１０番１６号 字錦岡５７３番地の１４１

北星町１丁目１０番２１号 字錦岡５７３番地の１４４

北星町１丁目１０番２４号 字錦岡５７３番地の１４６

北星町１丁目１０番２５号 字錦岡５７３番地の１４７

北星町１丁目１０番２７号 字錦岡５７３番地の１４８

北星町１丁目１０番２８号 字錦岡５７３番地の１４９

北星町１丁目１０番３０号 字錦岡５７３番地の１５０

北星町１丁目１０番３１号 字錦岡５７３番地の１５１

北星町１丁目１０番３３号 字錦岡５７３番地の１５２

北星町１丁目１０番３４号 字錦岡５７３番地の１５３

北星町１丁目１０番３５号 字錦岡５７３番地の８

北星町１丁目１０番３７号 字錦岡５７３番地の９

北星町１丁目１０番３８号 字錦岡５７３番地の１０

北星町１丁目１０番３９号 字錦岡５７３番地の１１

北星町１丁目１０番４１号 字錦岡５７３番地の１２

北星町１丁目１０番４３号 字錦岡５７３番地の１３

北星町１丁目１０番４５号 字錦岡５７３番地の１４

北星町１丁目１０番４６号 字錦岡５７３番地の１５

北星町１丁目１１番１０号 字錦岡５７３番地の４７８

北星町１丁目１２番１号 字錦岡５７３番地の４１１

北星町１丁目１２番２号 字錦岡５７３番地の４１０

北星町１丁目１２番４号 字錦岡５７３番地の４０９

北星町１丁目１２番５号 字錦岡５７３番地の４０８

北星町１丁目１２番７号 字錦岡５７３番地の４０７

北星町１丁目１２番９号 字錦岡５７３番地の４０６

北星町１丁目１２番１１号 字錦岡５７３番地の４０５

北星町１丁目１２番１２号 字錦岡５７３番地の４０４

北星町１丁目１２番１４号 字錦岡５７３番地の４０３
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目１４番１号 字錦岡５７３番地の４１９

北星町１丁目１４番３号 字錦岡５７３番地の４１８

北星町１丁目１４番５号 字錦岡５７３番地の４１７

北星町１丁目１４番８号 字錦岡５７３番地の４１５

北星町１丁目１４番１０号 字錦岡５７３番地の４１４

北星町１丁目１４番１１号 字錦岡５７３番地の４１２

字錦岡５７３番地の４１３

北星町１丁目１４番１８号 字錦岡５７３番地の４２０

北星町１丁目１４番２０号 字錦岡５７３番地の４２１

北星町１丁目１４番２２号 字錦岡５７３番地の４２３

北星町１丁目１４番２４号 字錦岡５７３番地の４２４

北星町１丁目１４番２５号 字錦岡５７３番地の４２５

北星町１丁目１５番１号 字錦岡５７３番地の４３５

北星町１丁目１５番３号 字錦岡５７３番地の４３４

北星町１丁目１５番５号 字錦岡５７３番地の４３３

北星町１丁目１５番７号 字錦岡５７３番地の４３２

北星町１丁目１５番８号 字錦岡５７３番地の４３１

北星町１丁目１５番１０号 字錦岡５７３番地の４３０

北星町１丁目１５番１１号 字錦岡５７３番地の４２９

北星町１丁目１５番１６号 字錦岡５７３番地の４３６

北星町１丁目１５番１９号 字錦岡５７３番地の４３７

北星町１丁目１５番２０号 字錦岡５７３番地の４３８

北星町１丁目１５番２２号 字錦岡５７３番地の４３９

北星町１丁目１５番２３号 字錦岡５７３番地の４４０

北星町１丁目１５番２５号 字錦岡５７３番地の４４１

北星町１丁目１５番２７号 字錦岡５７３番地の４４２

北星町１丁目１５番３０号 字錦岡５７３番地の４４３

北星町１丁目１６番５号 字錦岡５７３番地の４５１

北星町１丁目１６番７号 字錦岡５７３番地の４５０

北星町１丁目１６番８号 字錦岡５７３番地の４４９

北星町１丁目１６番１２号 字錦岡５７３番地の４４７

北星町１丁目１６番１３号 字錦岡５７３番地の４４６

北星町１丁目１６番１６号 字錦岡５７３番地の４４５

北星町１丁目１６番２７号 字錦岡５７３番地の４４８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目１７番３号 字錦岡５７３番地の４６３

北星町１丁目１７番４号 字錦岡５７３番地の４６２

北星町１丁目１７番６号 字錦岡５７３番地の４６１

北星町１丁目１７番８号 字錦岡５７３番地の４６０

北星町１丁目１７番１０号 字錦岡５７３番地の４５９

北星町１丁目１７番１１号 字錦岡５７３番地の４５８

北星町１丁目１７番１３号 字錦岡５７３番地の４５７

北星町１丁目１７番１７号 字錦岡５７３番地の４５５

北星町１丁目１７番１８号 字錦岡５７３番地の４５４
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目２番１号 字錦岡５２１番地の５５

北星町２丁目２番４号 字錦岡５２１番地の５６

北星町２丁目２番６号 字錦岡５２１番地の５７

北星町２丁目２番８号 字錦岡５２１番地の５８

北星町２丁目２番１２号 字錦岡５２１番地の６０

北星町２丁目２番１３号 字錦岡５２１番地の６１

北星町２丁目２番１６号 字錦岡５２１番地の６２

北星町２丁目２番２０号 字錦岡５２１番地の６５

北星町２丁目３番６号 字錦岡５２１番地の７３

北星町２丁目３番１０号 字錦岡５２１番地の７０

北星町２丁目３番１１号 字錦岡５２１番地の６９

北星町２丁目３番１２号 字錦岡５２１番地の６８

北星町２丁目４番１号 字錦岡５２１番地の１６６

北星町２丁目４番６号 字錦岡５２１番地の１６５

北星町２丁目４番７号 字錦岡５２１番地の１４８

北星町２丁目４番１０号 字錦岡５２１番地の１４６

北星町２丁目４番１１号 字錦岡５２１番地の１４５

北星町２丁目４番１４号 字錦岡５２１番地の１４２

北星町２丁目４番１６号 字錦岡５２１番地の１４１

北星町２丁目５番１号 字錦岡５２１番地の２６９

北星町２丁目５番４号 字錦岡５２１番地の２６８

北星町２丁目５番６号 字錦岡５２１番地の２６７ レインボーハウスドリーム

北星町２丁目５番７号 字錦岡５２１番地の２６６

北星町２丁目５番８号 字錦岡５２１番地の２６５

北星町２丁目５番９号 字錦岡５２１番地の２６４

北星町２丁目５番１１号 字錦岡５２１番地の２６３

北星町２丁目５番１２号 字錦岡５２１番地の２６２

北星町２丁目６番１号 字錦岡５２１番地の３５３

北星町２丁目８番１号 字錦岡５２１番地の３６０ 苫小牧駒澤大学野球部合宿所

北星町２丁目８番３号 字錦岡５２１番地の３６１ アパートメントはなまる

北星町２丁目１０番１号 字錦岡５２１番地の２７０
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１０番２号 字錦岡５２１番地の２７１

北星町２丁目１０番４号 字錦岡５２１番地の２７２

北星町２丁目１０番５号 字錦岡５２１番地の２７３

北星町２丁目１０番６号 字錦岡５２１番地の２７４

北星町２丁目１０番１０号 字錦岡５２１番地の２７７

北星町２丁目１０番１８号 字錦岡５２１番地の２８１

北星町２丁目１０番２０号 字錦岡５２１番地の２８２

北星町２丁目１０番２１号 字錦岡５２１番地の２８３

北星町２丁目１０番２３号 字錦岡５２１番地の２８５

北星町２丁目１０番２５号 字錦岡５２１番地の２８６

北星町２丁目１０番２７号 字錦岡５２１番地の２８７

北星町２丁目１１番１号 字錦岡５２１番地の２９７

北星町２丁目１１番２号 字錦岡５２１番地の２９８

北星町２丁目１１番４号 字錦岡５２１番地の２９９

北星町２丁目１１番６号 字錦岡５２１番地の３０１

北星町２丁目１１番８号 字錦岡５２１番地の３０２

北星町２丁目１１番１１号 字錦岡５２１番地の３０５

北星町２丁目１１番１７号 字錦岡５２１番地の３０６

北星町２丁目１１番２１号 字錦岡５２１番地の３０９

北星町２丁目１１番２２号 字錦岡５２１番地の３１０

北星町２丁目１１番２４号 字錦岡５２１番地の３１１

北星町２丁目１１番２５号 字錦岡５２１番地の３１２ ペアシティ

北星町２丁目１１番２８号 字錦岡５２１番地の３１４

北星町２丁目１２番１号 字錦岡５２１番地の１７５

北星町２丁目１２番６号 字錦岡５２１番地の１７１

北星町２丁目１２番２０号 字錦岡５２１番地の１８２

北星町２丁目１２番２２号 字錦岡５２１番地の１８０

北星町２丁目１２番２４号 字錦岡５２１番地の１７９

北星町２丁目１２番２６号 字錦岡５２１番地の１７７

北星町２丁目１３番１号 字錦岡５２１番地の１５６

北星町２丁目１３番３号 字錦岡５２１番地の１５４

北星町２丁目１３番５号 字錦岡５２１番地の１５３

北星町２丁目１３番１０号 字錦岡５２１番地の１４９

北星町２丁目１３番１８号 字錦岡５２１番地の１６２
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１３番２３号 字錦岡５２１番地の１５８

北星町２丁目１４番１号 字錦岡５２１番地の８５

北星町２丁目１４番２号 字錦岡５２１番地の８４

北星町２丁目１４番３号 字錦岡５２１番地の８３

北星町２丁目１４番６号 字錦岡５２１番地の８２

北星町２丁目１４番８号 字錦岡５２１番地の８０

北星町２丁目１４番２０号 字錦岡５２１番地の９５

北星町２丁目１４番２１号 字錦岡５２１番地の９４

北星町２丁目１４番２２号 字錦岡５２１番地の９３

北星町２丁目１４番２５号 字錦岡５２１番地の９１

北星町２丁目１５番２号 字錦岡５２１番地の１０４

北星町２丁目１５番６号 字錦岡５２１番地の１０１

北星町２丁目１５番７号 字錦岡５２１番地の１００

北星町２丁目１５番１１号 字錦岡５２１番地の９８

北星町２丁目１５番１５号 字錦岡５２１番地の９６

北星町２丁目１５番１７号 字錦岡５２１番地の１１５

北星町２丁目１５番２３号 字錦岡５２１番地の１１１

北星町２丁目１５番２５号 字錦岡５２１番地の１１０

北星町２丁目１５番２６号 字錦岡５２１番地の１０９

北星町２丁目１５番２９号 字錦岡５２１番地の１０７

北星町２丁目１５番３１号 字錦岡５２１番地の１０６

北星町２丁目１６番１号 字錦岡５２１番地の１２４

北星町２丁目１６番７号 字錦岡５２１番地の１２０

北星町２丁目１６番１３号 字錦岡５２１番地の１２８

北星町２丁目１６番１９号 字錦岡５２１番地の１２５

北星町２丁目１７番１号 字錦岡５２１番地の１３４

北星町２丁目１７番４号 字錦岡５２１番地の１３２

北星町２丁目１７番８号 字錦岡５２１番地の１３０

北星町２丁目１７番１２号 字錦岡５２１番地の１３９

北星町２丁目１７番１８号 字錦岡５２１番地の１３５

北星町２丁目１９番１号 字錦岡５２１番地の１１９

北星町２丁目１９番２号 字錦岡５２１番地の１１８
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１９番３号 字錦岡５２１番地の１１７

北星町２丁目１９番５号 字錦岡５２１番地の１１６

北星町２丁目２０番１号 字錦岡５２１番地の１９４

北星町２丁目２０番３号 字錦岡５２１番地の１９３

北星町２丁目２０番４号 字錦岡５２１番地の１９２

北星町２丁目２０番５号 字錦岡５２１番地の１９１

北星町２丁目２０番１０号 字錦岡５２１番地の１８７

北星町２丁目２０番１３号 字錦岡５２１番地の１８５

北星町２丁目２０番１４号 字錦岡５２１番地の３１５

北星町２丁目２０番１６号 字錦岡５２１番地の３１６

北星町２丁目２１番５号 字錦岡５２１番地の３２０

北星町２丁目２１番６号 字錦岡５２１番地の３２１

北星町２丁目２３番１号 字錦岡５２１番地の４３０

北星町２丁目２３番５号 字錦岡５２１番地の４２８

北星町２丁目２３番８号 字錦岡５２１番地の４２５

北星町２丁目２４番５号 字錦岡５２１番地の４３３

北星町２丁目２４番１０号 字錦岡５２１番地の４３７

北星町２丁目２４番２０号 字錦岡５２１番地の４３５

北星町２丁目２４番２３号 字錦岡５２１番地の４３６

北星町２丁目２５番１号 字錦岡５２１番地の４１７

北星町２丁目２５番１６号 字錦岡５２１番地の３７２

北星町２丁目２５番１８号 字錦岡５２１番地の４０１

北星町２丁目２６番１号 字錦岡５２１番地の３９２

北星町２丁目２６番４号 字錦岡５２１番地の３９８

北星町２丁目２６番１６号 字錦岡５２１番地の３７１

北星町２丁目２７番６号 字錦岡５２１番地の４４５

北星町２丁目２７番１４号 字錦岡５２１番地の３６３

北星町２丁目２７番１７号 字錦岡５２１番地の２６０

北星町２丁目２７番２０号 字錦岡５２１番地の３７０
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目２８番６号 字錦岡５２１番地の２５９

北星町２丁目２８番８号 字錦岡５２１番地の２５３

北星町２丁目２８番２７号 字錦岡５２１番地の２４７

北星町２丁目２８番３４号 字錦岡５２１番地の４４８

北星町２丁目２９番３０号 字錦岡５２１番地の４４４ グループホームなごみ
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　　※　旧住所から新住所を検索する際、この対照表をご利用ください。

　　①　この対照表で旧住所が新住所の「○丁目○番」に該当するか確認

　　　してください。

　　②　新旧対照表の「○丁目○番」が該当するページから新住所を見つ

　　　けることができます。
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡２７０番地の２７９～２９１ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の２９２～３０１ 錦西町１丁目１９番

字錦岡２７０番地の３０２～３１３ 錦西町１丁目１３番

字錦岡２７０番地の３１４～３２５ 錦西町１丁目１２番

字錦岡２７０番地の３２６～３３７ 錦西町１丁目９番

字錦岡２７０番地の３３８～３４４ 錦西町１丁目８番

字錦岡２７０番地の３４５～３６０ 錦西町１丁目１４番

字錦岡２７０番地の３６１～３６６ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の３６７ 錦西町２丁目１番

字錦岡２７０番地の３６８～３７１ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の３７２～３７５ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の３７６～３８９ 錦西町１丁目１５番

字錦岡２７０番地の３９０～３９２ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の３９３～３９４ 錦西町１丁目２０番

字錦岡２７０番地の４０６～４１２ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の４１３～４１７ 錦西町１丁目８番

字錦岡２７０番地の４１８～４３３ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の４３４～４３７ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の４３８～４４０ 錦西町１丁目２２番

字錦岡２７０番地の４４１～４６２ 錦西町１丁目６番

字錦岡２７０番地の４６３～４６５ 錦西町１丁目５番

字錦岡２７０番地の４６６～４７５ 錦西町１丁目２１番

字錦岡２７０番地の４７６～４８７ 錦西町１丁目１１番

字錦岡２７０番地の４８８～５０１ 錦西町１丁目１０番

字錦岡２７０番地の５０２～５１５ 錦西町１丁目７番

字錦岡２７０番地の５１６～５３１ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の５３５ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の５３７ 錦西町２丁目２番

字錦岡２７０番地の５３８～５４０ 錦西町１丁目２２番

字錦岡２７０番地の５４２ 錦西町１丁目６番

字錦岡２７０番地の５４４ 錦西町１丁目２０番

字錦岡２７０番地の５４８ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の５８６ 錦西町１丁目５番

字錦岡２７０番地の６５４ 錦西町２丁目１番

字錦岡２７０番地の６５７ 錦西町２丁目２番

字錦岡２７０番地の６５９ 錦西町１丁目２３番

字錦岡２７０番地の６６４～６６７ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の６６９～６７４ 錦西町１丁目１６番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡２７０番地の６７８～６７９ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の６８３ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の６８５ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の６８６ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の６８９ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の６９３～６９７ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の７０６～７１２ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の７１３～７１７ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の７１８ 錦西町２丁目１番

字錦岡５２１番地の５５～６３ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の６５ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の６６～７５ 北星町２丁目３番

字錦岡５２１番地の７６～９５ 北星町２丁目１４番

字錦岡５２１番地の９６～１１５ 北星町２丁目１５番

字錦岡５２１番地の１１６～１１９ 北星町２丁目１９番

字錦岡５２１番地の１２０～１２９ 北星町２丁目１６番

字錦岡５２１番地の１３０～１３９ 北星町２丁目１７番

字錦岡５２１番地の１４０～１４８ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の１４９～１６４ 北星町２丁目１３番

字錦岡５２１番地の１６５～１６６ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の１６７～１８４ 北星町２丁目１２番

字錦岡５２１番地の１８５～１９４ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の１９５ 北星町２丁目１８番

字錦岡５２１番地の２０１～２０２ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の２０６ 北星町２丁目３番

字錦岡５２１番地の２０９ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の２１４～２１５ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の２３２ 錦西町３丁目２番

字錦岡５２１番地の２３９～２４０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２４１ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の２４３～２４４ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２４５ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の２４７ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２４９ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２５３ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２５５ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２５７ 錦西町３丁目１番

字錦岡５２１番地の２５９ 北星町２丁目２８番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５２１番地の２６０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２６１～２６９ 北星町２丁目５番

字錦岡５２１番地の２７０～２８７ 北星町２丁目１０番

字錦岡５２１番地の２８８ 北星町２丁目５番

字錦岡５２１番地の２９２ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２９３～２９６ 錦西町３丁目２番

字錦岡５２１番地の２９７～３１４ 北星町２丁目１１番

字錦岡５２１番地の３１５～３１６ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の３１７～３２１ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の３２９ 北星町２丁目７番

字錦岡５２１番地の３３０ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３３１ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３３２～３３３ 北星町２丁目９番

字錦岡５２１番地の３３４ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の３３６～３３８ 北星町２丁目２２番

字錦岡５２１番地の３４２ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３４６ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３４７ 北星町２丁目９番

字錦岡５２１番地の３４８ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３５１～３５３ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３５７～３５８ 北星町２丁目７番

字錦岡５２１番地の３５９～３６１ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３６２ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の３６３ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３７０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３７１ 北星町２丁目２６番

字錦岡５２１番地の３７２ 北星町２丁目２５番

字錦岡５２１番地の３７３ 北星町２丁目２３番

字錦岡５２１番地の３７４ 北星町２丁目２４番

字錦岡５２１番地の３７７～３８５ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３８７～４００ 北星町２丁目２６番

字錦岡５２１番地の４０１～４１７ 北星町２丁目２５番

字錦岡５２１番地の４１８～４３０ 北星町２丁目２３番

字錦岡５２１番地の４３１～４４３ 北星町２丁目２４番

字錦岡５２１番地の４４４ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の４４５ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の４４６ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の４４７ 北星町２丁目２７番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５２１番地の４４８～４４９ 北星町２丁目２８番

字錦岡５６３番地の１ 錦西町３丁目１番

字錦岡５６３番地の３ 北星町２丁目１番

字錦岡５６３番地の４ 錦西町３丁目１番

字錦岡５６３番地の５ 北星町２丁目１番

字錦岡５６８番地の２～４ 錦西町２丁目２番

字錦岡５６８番地の６～９ 錦西町２丁目１番

字錦岡５６８番地の１１～１２ 北星町１丁目１番

字錦岡５６８番地の１４～１５ 錦西町１丁目２３番

字錦岡５６８番地の１６ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の７ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の８～１５ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６～３２ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の３３～４８ 北星町１丁目４番

字錦岡５７３番地の４９～６４ 北星町１丁目７番

字錦岡５７３番地の６５～８０ 北星町１丁目８番

字錦岡５７３番地の８１～９６ 北星町１丁目９番

字錦岡５７３番地の９７～１１２ 北星町１丁目６番

字錦岡５７３番地の１１３～１２８ 北星町１丁目５番

字錦岡５７３番地の１２９～１３９ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１４０～１５３ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１５４ 北星町１丁目２番

字錦岡５７３番地の１６３ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６５ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６６～１６８ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１７１～１７２ 錦西町２丁目１番

字錦岡５７３番地の１７３～１７４ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１７５ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１７６ 北星町１丁目２番

字錦岡５７３番地の１７８ 錦西町２丁目１番

字錦岡５７３番地の１８３ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の１８７～１８９ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の１９０ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の１９６ 錦西町２丁目１６番

字錦岡５７３番地の１９７ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の１９９～２１０ 錦西町２丁目８番

字錦岡５７３番地の２１１～２３６ 錦西町２丁目７番

字錦岡５７３番地の２３７～２４９ 錦西町２丁目６番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５７３番地の２５０ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の２５３～２７８ 錦西町２丁目９番

字錦岡５７３番地の２７９ 錦西町２丁目６番

字錦岡５７３番地の２８０～２９７ 錦西町２丁目１０番

字錦岡５７３番地の２９８～３０２ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３０６～３０７ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３１２ 錦西町２丁目１３番

字錦岡５７３番地の３１３～３１９ 錦西町２丁目１２番

字錦岡５７３番地の３２０～３２２ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の３２３～３３６ 錦西町２丁目１１番

字錦岡５７３番地の３３７～３５０ 錦西町２丁目４番

字錦岡５７３番地の３５１～３５５ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の３７４ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の３７５～３８０ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３８１～３８２ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の３９１ 錦西町２丁目１３番

字錦岡５７３番地の３９２～３９４ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の３９９～４００ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４０１～４１１ 北星町１丁目１２番

字錦岡５７３番地の４１２～４２７ 北星町１丁目１４番

字錦岡５７３番地の４２８～４４３ 北星町１丁目１５番

字錦岡５７３番地の４４４～４５３ 北星町１丁目１６番

字錦岡５７３番地の４５４～４６４ 北星町１丁目１７番

字錦岡５７３番地の４６５ 北星町１丁目１３番

字錦岡５７３番地の４６７ 北星町１丁目１２番

字錦岡５７３番地の４７８～４７９ 北星町１丁目１１番

字錦岡５７３番地の４８３～４８４ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４８５ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の４８６～４８７ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４８８ 錦西町２丁目７番

字錦岡５７３番地の４９２ 錦西町２丁目１３番

字錦岡９０１番地の１～４ 錦西町１丁目２番

字錦岡９０２番地 錦西町１丁目２番

字錦岡９０３番地の１～４ 錦西町１丁目１番

字錦岡９０４番地 錦西町１丁目１番
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