
旧新対照表

旧住所 方書 新住所

東舘町１０番３３号 東舘町１２番３１号

東舘町１０番３３号 菅原貸家 東舘町１３番２０号

東舘町１０番３４号 東舘町１３番２２号

東舘町１０番３５号 東舘町１３番２５号

東舘町１０番３８号 東舘町１３番２６号

東舘町１０番４６号 区域図を確認願います。(対象は１世帯） 東舘町１３番４号

東舘町１１番２７号 遠野町４０地割２３番地

東舘町１１番２８号 東舘町１２番２４号

遠野町７地割１番地１ ライジングサン○○ 遠野町４１地割５６番地

遠野町１７地割３０番地４ 遠野町４０地割５３番地

遠野町１７地割３０番地５ 遠野町４０地割５５番地

遠野町１７地割３５番地４ 遠野町４０地割５８番地

遠野町１７地割３５番地６ 遠野町４０地割６８番地

遠野町２１地割５番地 遠野町４０地割７９番地

遠野町２４地割４番地１ 遠野町４１地割１１８番地

遠野町２４地割１９番地 稲荷下市営住宅１０１号～１０６号 遠野町４２地割５３番地

遠野町２４地割１９番地 稲荷下市営住宅１０８号 遠野町４２地割５６番地

遠野町２４地割２５番地２ 遠野町４２地割９番地

遠野町２４地割２５番地３ 遠野町４２地割４８番地

遠野町２４地割２５番地５ 遠野町４２地割１０番地

遠野町２４地割２５番地６ 遠野町４２地割１１番地

遠野町２４地割２５番地イ 遠野町４２地割１２番地

遠野町２４地割２７番地１ 遠野町４２地割４１番地

遠野町２４地割２７番地４ 遠野町４２地割４３番地

遠野町２４地割２７番地５ 遠野町４０地割９１番地

遠野町２４地割２７番地６ 遠野町４０地割９２番地

遠野町２４地割２９番地３ 遠野町４０地割４０番地

遠野町２４地割２９番地３ 遠野町４０地割４５番地

遠野町２４地割２９番地５ 遠野町４２地割３７番地

遠野町２４地割２９番地８ 遠野町４２地割３９番地

遠野町２４地割２９番地９ リヴェール遠野Ⅱ○○ 遠野町４０地割８５番地

遠野町２４地割２９番地１０ 遠野町４０地割４７番地

遠野町２４地割２９番地１４ コスモアークⅠ○○号室 遠野町４２地割３５番地

遠野町２４地割３０番地３ 遠野町４０地割４１番地

遠野町２４地割３０番地４ 遠野町４２地割３３番地

遠野町２４地割３７番地２ 遠野町４２地割２２番地

遠野町２４地割３７番地３ 遠野町４１地割４１番地

遠野町２４地割３７番地７ 遠野町４１地割４３番地

遠野町２４地割３７番地８ 遠野町４２地割７２番地

遠野町２４地割３７番地１２ 遠野町４１地割３９番地

遠野町２４地割３７番地１２ 遠野町４１地割４７番地

遠野町２４地割３７番地１３ 遠野町４１地割３６番地

遠野町２４地割３７番地１６ 遠野町４２地割７７番地

遠野町２４地割３７番地１７ 遠野町４２地割７６番地

遠野町２４地割３７番地２２ 遠野町４１地割３８番地



旧新対照表

旧住所 方書 新住所

遠野町２４地割３７番地３０ 遠野町４２地割３１番地

遠野町２４地割３７番地３１ 遠野町４２地割２８番地

遠野町２４地割３７番地３２ 遠野町４２地割４７番地

遠野町２４地割３７番地３３ 遠野町４２地割２１番地

遠野町２４地割３７番地３７ 遠野町４２地割４６番地

遠野町２４地割３７番地４３ 遠野町４２地割１５番地

遠野町２４地割３９番地 遠野町４２地割１番地

遠野町２４地割３９番地１ 遠野町４２地割３番地

遠野町２４地割３９番地１ 遠野町４２地割４番地

遠野町２４地割４０番地 遠野町４１地割１０番地

遠野町２４地割４０番地２ 遠野町４１地割２４番地

遠野町２４地割４０番地４ 遠野町４１地割１８番地

遠野町２４地割４０番地５ 遠野町４０地割５番地

遠野町２４地割４０番地８ 遠野町４１地割７番地

遠野町２４地割４０番地１０ 遠野町４２地割６５番地

遠野町２４地割４０番地１１ 遠野町４１地割１２番地

遠野町２４地割４０番地１３ 遠野町４１地割９番地

遠野町２４地割４０番地２０ 遠野町４１地割１９番地

遠野町２４地割４０番地２１ メゾンキクチ○号 遠野町４１地割３０番地

遠野町２４地割４０番地２２ Ｌｅｏ△ 遠野町４１地割２７番地

遠野町２４地割４０番地２４ 遠野町４１地割２６番地

遠野町２４地割５０番地 遠野町４１地割３１番地

遠野町２４地割５２番地１ ｖｉｏｌａ○○号室 遠野町４１地割３番地

遠野町２４地割５３番地１ ｖｉｏｌａⅡ○○号室 遠野町４１地割２番地

遠野町２４地割５４番地 城東荘○号室 遠野町４１地割１番地

遠野町２４地割５５番地 城東荘○号室 遠野町４１地割１番地

遠野町２４地割５８番地 遠野町４０地割２番地

遠野町２４地割６２番地１ 遠野町４０地割３番地

遠野町２４地割６３番地４ 遠野町４０地割１１番地

遠野町２４地割６５番地１ 遠野町４０地割２２番地

遠野町２４地割６９番地 遠野町４０地割２６番地

遠野町２４地割７０番地３ 遠野町４０地割３０番地

遠野町２４地割７０番地４ 遠野町４０地割２９番地

遠野町２４地割７０番地５ 遠野町４０地割３８番地

遠野町２４地割７０番地７ 遠野町４０地割４６番地

遠野町２４地割７０番地８ 遠野町４０地割９３番地

遠野町２４地割７０番地９ 遠野町４０地割４３番地

遠野町２４地割７０番地１０ 遠野町４０地割４２番地

遠野町２４地割７０番地１１ 遠野町４０地割３１番地

遠野町２４地割７０番地１２ 遠野町４０地割７８番地

遠野町２４地割７０番地１３ 遠野町４１地割１５番地

遠野町２４地割７０番地２３ 遠野町４０地割８２番地

遠野町２４地割７２番地 遠野町４０地割３４番地

遠野町２５地割３６番地 稲荷下市営住宅○○号 遠野町４２地割６７番地

遠野町２５地割３７番地４ 遠野町４２地割７５番地
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旧住所 方書 新住所

遠野町２５地割３７番地６ 遠野町４２地割７４番地

遠野町２５地割３８番地３ 遠野町４２地割５番地

遠野町２５地割３８番地４ 遠野町４２地割７番地

遠野町２５地割３９番地２ 遠野町４２地割７０番地

遠野町２５地割４０番地 稲荷下市営住宅１０７号、３０５号 遠野町４２地割５６番地

遠野町２５地割４０番地 稲荷下市営住宅１１１号～１１８号、３１０号～３１４号 遠野町４２地割６０番地

遠野町２５地割４０番地 稲荷下市営住宅１０９号、１１０号、３０６号～３０９号 遠野町４２地割６１番地

遠野町２６地割１９番地 遠野町４１地割５３番地

遠野町２６地割２４番地２ 遠野町４３地割４８番地

遠野町２６地割２４番地２ 目沢住宅○棟 遠野町４３地割４９番地

遠野町２６地割２４番地５ 遠野町４１地割６７番地

遠野町２６地割２４番地７ 遠野町４１地割７９番地

遠野町２６地割２７番地１ 遠野町４３地割５４番地

遠野町２６地割２７番地３ 遠野町４３地割５６番地

遠野町２６地割３２番地 遠野町４３地割５１番地

遠野町２７地割１番地１ 遠野町４１地割４８番地

遠野町２７地割１番地１ ライジングサン○○号 遠野町４１地割５６番地

遠野町２７地割１番地１２ ウィットハウス○○室 遠野町４１地割１２９番地

遠野町２７地割１番地１５ 遠野町４１地割５９番地

遠野町２７地割１番地１６ 遠野町４１地割５０番地

遠野町２７地割１番地１７ 遠野町４１地割４９番地

遠野町２７地割４番地３ 遠野町４１地割１２０番地

遠野町２７地割４番地６ 遠野町４１地割７４番地

遠野町２７地割４番地６ 遠野町４１地割１１０番地

遠野町２７地割５番地 遠野町４１地割７７番地

遠野町２７地割５番地７ 遠野町４１地割１２１番地

遠野町２７地割７番地１ 遠野町４１地割１１１番地

遠野町２７地割７番地１ 遠野町４１地割１１２番地

遠野町２７地割７番地２ 遠野町４１地割９９番地

遠野町２７地割７番地３ 遠野町４１地割１１７番地

遠野町２７地割７番地７ 遠野町４１地割１１３番地

遠野町２７地割７番地１５ 遠野町４１地割１００番地

遠野町２７地割７番地１６ 遠野町４１地割１０１番地

遠野町２７地割８番地９ 遠野町４１地割８２番地

遠野町２７地割８番地１５ 遠野町４１地割８４番地

遠野町２７地割８番地１７ 遠野町４１地割６１番地

遠野町２７地割１２番地１ 遠野町４１地割８９番地

遠野町２７地割１３番地３ 遠野町４１地割１０８番地

遠野町２７地割１３番地５ ガーデンハイツＴＡＤＡ○○号 遠野町４１地割８６番地

遠野町２７地割１３番地８ 遠野町４１地割１０５番地

遠野町２７地割１３番地９ 遠野町４１地割１０４番地

遠野町２７地割１３番地１１ 遠野町４３地割１番地

遠野町２７地割１３番地１４ 遠野町４３地割２７番地

遠野町２７地割１３番地１５ 遠野町４３地割２４番地

遠野町２７地割１３番地１６ 遠野町４３地割２番地
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遠野町２７地割１８番地１ 遠野町４３地割２３番地

遠野町２７地割１８番地４ 遠野町４３地割１７番地

遠野町２７地割１８番地９ 遠野町４３地割１５番地

遠野町２７地割１８番地１１ 遠野町４３地割２０番地

遠野町２７地割２０番地１ イーストガーデン○棟 遠野町４１地割６３番地

遠野町２７地割２０番地４ 遠野町４１地割９１番地

遠野町２７地割２０番地５ 遠野町４１地割９７番地

遠野町２７地割２０番地６ 遠野町４３地割３８番地

遠野町２７地割２０番地１３ 遠野町４１地割９４番地

遠野町２７地割２０番地１４ 遠野町４１地割９３番地

遠野町２７地割２０番地１８ 遠野町４３地割３９番地

遠野町２７地割２０番地１９ 遠野町４３地割３２番地

遠野町２７地割２０番地２０ 遠野町４３地割３５番地

遠野町２７地割２０番地２１ 遠野町４３地割２９番地

遠野町２７地割２０番地２１ 遠野町４３地割３１番地

遠野町２７地割２２番地１ シャーメゾンアキノ△○○号 遠野町４３地割４１番地

遠野町２７地割２２番地１ ＳｈａＭａｉｓｏｎＡＫＩＮＯ△○○ 遠野町４３地割４１番地

遠野町２７地割２４番地２ 遠野町４３地割４８番地

遠野町２７地割２４番地９ 遠野町４３地割８４番地

遠野町２７地割２４番地１１ 遠野町４３地割８７番地

遠野町２７地割２４番地１３ 遠野町４３地割８９番地

遠野町２７地割２４番地１５ 遠野町４３地割９１番地

遠野町２７地割２４番地１７ 遠野町４３地割８６番地

遠野町２７地割２４番地２５ 遠野町４３地割９２番地

遠野町２７地割２４番地２６ 遠野町４３地割９５番地

遠野町２７地割３２番地２ 遠野町４３地割８３番地

遠野町２７地割３２番地１０ 遠野町４３地割７７番地

遠野町２７地割３２番地１１ 遠野町４３地割７５番地

遠野町２７地割３２番地１４ 遠野町４３地割６９番地

遠野町２７地割３２番地１５ 遠野町４３地割７１番地

遠野町２７地割３２番地１６ 遠野町４３地割６７番地

「○」は数字が入る
「△」はアルファベットが入る


