
旧新対照表（法人）

旧地番 新地番

字沼ノ端１３９番地の４１ 拓勇西町２丁目３番地の２０

字沼ノ端１４６番地の５ 拓勇西町１丁目１３番地の１６

字沼ノ端１５０番地の２３ 拓勇西町１丁目１番地の２６

字沼ノ端１６１番地の１７ 北栄町３丁目１番地の１

字沼ノ端１６２番地の５４ 拓勇東町１丁目６番地の１

字沼ノ端１６２番地の１２０ 拓勇東町１丁目１５番地の３４

字沼ノ端１６３番地の５０ 拓勇東町１丁目１７番地の２

字沼ノ端１６４番地の３ 北栄町２丁目４番地の３

字沼ノ端１６５番地 北栄町３丁目５番地の１

字沼ノ端１６５番地 北栄町３丁目５番地の４

字沼ノ端１６５番地の２ 北栄町２丁目２７番地１１

字沼ノ端１６５番地の５ 拓勇東町４丁目１番地の１

字沼ノ端１６５番地の５ 拓勇東町４丁目１番地の１

字沼ノ端１６５番地の５ 拓勇東町４丁目１番地の１

字沼ノ端１６５番地の２７ 北栄町２丁目２２番地の２

字沼ノ端１６６番地 拓勇東町１丁目１９番地の１６

字沼ノ端１６７番地の２２ 拓勇東町４丁目３番地の１５

字沼ノ端１６８番地の２７ 拓勇東町３丁目１番地の３

字沼ノ端１６８番地の４３ 拓勇東町４丁目４番地の６

字沼ノ端１６８番地の４３ 拓勇東町４丁目４番地の６

字沼ノ端１６８番地の１１０ 拓勇東町４丁目４番地の２６

字沼ノ端１６８番地の１１８ 拓勇東町４丁目４番地の８

字沼ノ端１７８番地の３１ 拓勇西町４丁目２番地の５

字沼ノ端１７９番地の１ 拓勇西町４丁目３番地の１

字沼ノ端１９１番地の２９ 拓勇西町３丁目１３番地の９

字沼ノ端１９１番地の３２ 拓勇西町３丁目１３番地の２３

字沼ノ端１９３番地 拓勇西町７丁目７番地の１０

字沼ノ端１９３番地の６ 拓勇西町３丁目１２番地の４

字沼ノ端１９５番地の７ 拓勇西町４丁目１７番地の５

字沼ノ端１９５番地の７ 拓勇西町４丁目１７番地の５

字沼ノ端１９６番地の２ 拓勇西町４丁目１８番地の２

字沼ノ端１９７番地の１１ 拓勇西町４丁目１９番地の１４

字沼ノ端１９９番地の５ 拓勇東町３丁目２０番地の１７

字沼ノ端２００番地の３７ 拓勇東町３丁目１３番地の１１

字沼ノ端２００番地の３７ 拓勇東町３丁目１３番地の１１

字沼ノ端２０１番地の４ 拓勇東町４丁目７番地の２０
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旧地番 新地番

字沼ノ端２０１番地の５９ 拓勇東町４丁目７番地の１

字沼ノ端２０２番地の１９ 拓勇東町４丁目１１番地の５

字沼ノ端２０４番地の４９ 拓勇西町３丁目１２番地の２１

字沼ノ端２０４番地の４９ 拓勇東町４丁目１８番地の１２

字沼ノ端２０５番地の４ 拓勇東町８丁目１番地の２２

字沼ノ端２０６番地の３５ 拓勇東町５丁目２４番地の４

字沼ノ端２０６番地の１５９ 拓勇東町５丁目１４番地の１８

字沼ノ端２０８番地 拓勇東町６丁目２番地の２０

字沼ノ端２０８番地の１９ 拓勇東町６丁目２番地の８

字沼ノ端２０８番地の２１ 拓勇東町６丁目２番地の４

字沼ノ端２０８番地の２２ 拓勇東町６丁目２番地の４

字沼ノ端２０８番地の２６ 拓勇東町６丁目２番地の４０

字沼ノ端２０８番地の３２ 拓勇東町６丁目１番地８

字沼ノ端２０９番地の２０ 拓勇東町５丁目１７番地の１３

字沼ノ端２０９番地の２０ 拓勇東町５丁目１７番地の１３

字沼ノ端２０９番地の８３ 拓勇東町８丁目２番地の１３

字沼ノ端２０９番地の８５ 拓勇東町８丁目２番地の１

字沼ノ端２１１番地の７ 拓勇東町６丁目２０番地の６

字沼ノ端２１１番地の６８ 拓勇東町６丁目１８番地の１

字沼ノ端２１２番地の３ 拓勇東町６丁目４番地の１

字沼ノ端２１２番地の８８ 拓勇東町６丁目４番地の８

字沼ノ端２１３番地の３６ 拓勇東町７丁目６番地の１９

字沼ノ端２１４番地の２０ 拓勇西町８丁目１番地の１２

字沼ノ端２１６番地の６ 拓勇西町５丁目１１番地の７

字沼ノ端２１６番地の６ 拓勇西町５丁目７番地１１

字沼ノ端２１７番地の４２ 拓勇西町８丁目１番地の１８

字沼ノ端２１７番地の６６ 拓勇西町５丁目１６番地の１

字沼ノ端２１７番地の６８ 拓勇西町５丁目６番地の１７

字沼ノ端２２０番地の１４５ 拓勇西町６丁目２１番地の６０

字沼ノ端２２２番地の５４ 拓勇西町６丁目４番地の３

字沼ノ端２２２番地の５４ 拓勇西町６丁目４番地の３

字沼ノ端２２３番地の９ 拓勇東町７丁目７番地の２６

字沼ノ端２２３番地の９ 拓勇東町７丁目７番地の２６

字沼ノ端２２３番地の１０ 拓勇東町７丁目７番地２６

字沼ノ端２２５番地の６ 拓勇東町８丁目７番地の２１

字沼ノ端２２５番地の１１ 拓勇東町８丁目６番地の１１

字沼ノ端２２５番地の１１ 拓勇東町８丁目６番地の１１

字沼ノ端２２５番地の１１ 拓勇東町８丁目６番地の１１
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旧地番 新地番

字沼ノ端２２５番地の２３ 拓勇東町８丁目６番地の２４

字沼ノ端２２５番地の５５ 拓勇東町８丁目６番地の２２

字沼ノ端２２５番地の５５ 拓勇東町８丁目６番地の２２

字沼ノ端２２６番地の１ 拓勇東町８丁目６番地の２７

字沼ノ端２２６番地の１ 拓勇東町８丁目６番地の２７

字沼ノ端２２８番地 拓勇西町７丁目６番地の５

字沼ノ端２２８番地 拓勇西町７丁目６番地の５

字沼ノ端２２８番地の２１４ 拓勇西町７丁目６番地の３

字沼ノ端２２８番地の２１８ 拓勇西町７丁目７番地の１０

字沼ノ端２２８番地の２１８ 拓勇西町７丁目７番地の１７

字沼ノ端２３０番地 北栄町５丁目２番地の２３

字沼ノ端２３０番地 北栄町５丁目２番地の２３

字沼ノ端２３０番地の６ 北栄町１丁目２２番地の１１

字沼ノ端２３０番地の１３ 拓勇西町２丁目６番地の３

字沼ノ端２３０番地の１３ 北栄町３丁目２１番地の３２

字沼ノ端２３０番地の１５ 北栄町３丁目１９番地の１４

字沼ノ端２３０番地の１９ 北栄町５丁目５番地の２０

字沼ノ端２３０番地の１９ 北栄町５丁目５番地の２０

字沼ノ端２３０番地の１９ 北栄町５丁目５番地の２０

字沼ノ端２３０番地の１９ 北栄町５丁目５番地の２０

字沼ノ端２３０番地の８２ 北栄町４丁目５番地の３

字沼ノ端２３０番地の８２ 北栄町４丁目５番地の３

字沼ノ端２３０番地の１１７ 北栄町２丁目２７番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１１７ 北栄町２丁目２７番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１１８ 北栄町２丁目２６番地の１

字沼ノ端２３０番地の１１８ 北栄町２丁目２６番地の１

字沼ノ端２３０番地の１２２ 北栄町５丁目１番地の１９

字沼ノ端２３０番地の１４５ 北栄町４丁目１番地の１

字沼ノ端２３０番地の１４５ 北栄町４丁目１番地の１

字沼ノ端２３０番地の１４８ 北栄町４丁目１番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１４８ 北栄町４丁目１番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１４８ 北栄町４丁目１番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１５３ 北栄町４丁目１９番地の９

字沼ノ端２３０番地の２４８ 北栄町５丁目２番地の５

字沼ノ端２３０番地の２４８ 北栄町５丁目２番地の５

字沼ノ端２３０番地の２４８ 北栄町５丁目２番地の５

字沼ノ端２３０番地の３７９ 北栄町１丁目２２番地の２８

字沼ノ端２３０番地の４２１ 北栄町１丁目２２番地の２５
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旧地番 新地番

字沼ノ端２３０番地の４６６ 北栄町３丁目１９番地の１７

字沼ノ端２３０番地の５１５ 北栄町３丁目９番地の１４

字沼ノ端２３０番地の５２０ 北栄町１丁目２２番地の３０

字沼ノ端２３０番地の５７０ 北栄町３丁目１９番地の６

字沼ノ端２３０番地の６４４ 北栄町３丁目４番地の６

字沼ノ端２３０番地の６４４ 北栄町３丁目４番地の６

字沼ノ端２３０番地の６４４ 北栄町３丁目４番地の６

字沼ノ端２３０番地の６４４ 北栄町３丁目４番地の６

字沼ノ端２３０番地の７３１ 北栄町４丁目１３番地の３

字沼ノ端２３０番地の７５３ 北栄町４丁目１９番地の９

字沼ノ端２３０番地の７６２ 北栄町１丁目２２番地の２３

字沼ノ端２３０番地の８０８ 北栄町２丁目２６番地の３

字沼ノ端２３０番地の８１２ 北栄町４丁目１０番地の１７

字沼ノ端２３０番地の８１５ 北栄町３丁目２０番地の１８

字沼ノ端２３０番地の９１４ 北栄町３丁目１９番地の２１

字沼ノ端２３０番地の９１４ 北栄町３丁目１９番地の２１

字沼ノ端２３０番地の９１５ 北栄町３丁目１番地の１

字沼ノ端２３０番地の９２１ 北栄町１丁目２２番地の３３

字沼ノ端２３０番地の９２１ 北栄町１丁目２２番地の３３

字沼ノ端２３０番地の９２１ 北栄町１丁目２２番地の３３

字沼ノ端２３０番地の９２１ 北栄町１丁目２２番地の３３

字沼ノ端２３０番地の９８５ 北栄町４丁目５番地の１２

字沼ノ端２３０番地の１０１４ 拓勇西町５丁目６番地の２９

字沼ノ端２３０番地の１０１４ 拓勇西町５丁目６番地の２９

字沼ノ端２３０番地の１０１４ 拓勇西町５丁目６番地の２９

字沼ノ端２３０番地の１０１４ 拓勇西町５丁目６番地の２９

字沼ノ端２３０番地の１０１４ 北栄町２丁目２７番地の１６

字沼ノ端２３０番地の１０１７ 北栄町２丁目１６番地の１

字沼ノ端２３０番地の１０３４ 北栄町２丁目１６番地の４

字沼ノ端２３０番地の１２０２ 北栄町４丁目２０番地の１

字沼ノ端２３０番地の１２４７ 北栄町４丁目１番地の９

字沼ノ端２３０番地の１２４７ 北栄町４丁目１番地の９

字沼ノ端２３０番地の１２７８ 北栄町１丁目２２番地の２１

字沼ノ端２３０番地の１３１０ 北栄町１丁目２２番地の１９

字沼ノ端２３０番地の１３１０ 北栄町１丁目２２番地の１９

字沼ノ端２３０番地の１３１０ 北栄町１丁目２２番地の１９

字沼ノ端２３０番地の１３１０ 北栄町１丁目２２番地の１９

字沼ノ端２３４番地の１０９ 北栄町２丁目１５番地の１９
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旧地番 新地番

字沼ノ端２３７番地 北栄町２丁目２番地の７

字沼ノ端２４０番地の４９ 拓勇西町３丁目１２番地の２１

字沼ノ端２４３番地の１５ 北栄町１丁目９番地の２

字沼ノ端２４３番地の３０ 北栄町１丁目８番地の２２

字沼ノ端３４５番地 拓勇東町８丁目５番地の１７
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