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守谷町大字守谷 甲１５５９番地 守谷市松並 １５５９番地
守谷町大字守谷 甲１５５９番地の２ 守谷市松並 １５５９番地の２
守谷町大字守谷 甲１５６０番地 守谷市松並 １５６０番地
守谷町大字守谷 甲１５６２番地の６ 守谷市松並 １５６２番地の６
守谷町大字守谷 甲１５６８番地の３ 守谷市松並 １５６８番地の３
守谷町大字守谷 甲１５７９番地の３ 守谷市松並 １５７９番地の３
守谷町大字守谷 甲１６２６番地の１５ 守谷市松並 １６２６番地の１５
守谷町大字守谷 甲１６３０番地の１ 守谷市松並 １６３０番地の１
守谷町大字守谷 甲１６３０番地の２ 守谷市松並 １６３０番地の２
守谷町大字守谷 甲１６３０番地の９ 守谷市松並 １６３０番地の９
守谷町大字守谷 甲１６３０番地の１０ 守谷市松並 １６３０番地の１０
守谷町大字守谷 甲１６３２番地 守谷市松並 １６３２番地
守谷町大字守谷 甲１６３３番地の２ 守谷市松並 １６３３番地の２
守谷町大字守谷 甲１６３４番地の２ 守谷市松並 １６３４番地の２
守谷町大字守谷 甲１６３５番地の５ 守谷市松並 １６３５番地の５
守谷町大字守谷 甲１６３５番地の８ 守谷市松並 １６３５番地の８
守谷町大字守谷 甲１６３６番地 守谷市松並 １６３６番地
守谷町大字守谷 甲１６３６番地の２ 守谷市松並 １６３６番地の２
守谷町大字守谷 甲１６３６番地の５ 守谷市松並 １６３６番地の５
守谷町大字守谷 甲１６３６番地の６ 守谷市松並 １６３６番地の６
守谷町大字守谷 甲１６３６番地の１４ 守谷市松並 １６３６番地の１４
守谷町大字守谷 甲１７８８番地の２ 守谷市松並 １７８８番地の２
守谷町大字守谷 甲１７８８番地の９ 守谷市松並 １７８８番地の９
守谷町大字守谷 甲１７８８番地の１１ 守谷市松並 １７８８番地の１１
守谷町大字守谷 甲１７８８番地の１３ 守谷市松並 １７８８番地の１３
守谷町大字守谷 甲１７８８番地の１９ 守谷市松並 １７８８番地の１９
守谷町大字守谷 甲１７８９番地 守谷市松並 １７８９番地
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の１５ 守谷市松並 １７８９番地の１５
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の１８ 守谷市松並 １７８９番地の１８
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の２１ 守谷市松並 １７８９番地の２１
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の３４ 守谷市松並 １７８９番地の３４
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の３６ 守谷市松並 １７８９番地の３６
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の４４ 守谷市松並 １７８９番地の４４
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の４７ 守谷市松並 １７８９番地の４７
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の５３ 守谷市松並 １７８９番地の５３
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の５５ 守谷市松並 １７８９番地の５５
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の５８ 守谷市松並 １７８９番地の５８
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の６５ 守谷市松並 １７８９番地の６５
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の６７ 守谷市松並 １７８９番地の６７
守谷町大字守谷 甲１７８９番地の７０ 守谷市松並 １７８９番地の７０
守谷町大字守谷 甲１８００番地 守谷市松並 １８００番地
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の１ 守谷市松並 １８４４番地の１
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の２ 守谷市松並 １８４４番地の２
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の５ 守谷市松並 １８４４番地の５
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の６ 守谷市松並 １８４４番地の６
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の１６ 守谷市松並 １８４４番地の１６
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の１９ 守谷市松並 １８４４番地の１９
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の２４ 守谷市松並 １８４４番地の２４
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の２９ 守谷市松並 １８４４番地の２９
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の３１ 守谷市松並 １８４４番地の３１
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の３４ 守谷市松並 １８４４番地の３４
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の３７ 守谷市松並 １８４４番地の３７
守谷町大字守谷 甲１８４４番地の３９ 守谷市松並 １８４４番地の３９
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の１ 守谷市松並 １８５８番地の１
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の２ 守谷市松並 １８５８番地の２
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の４９ 守谷市松並 １８５８番地の４９

旧住所表記名 新住所表記名
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守谷町大字守谷 甲１８５８番地の５０ 守谷市松並 １８５８番地の５０
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の５１ 守谷市松並 １８５８番地の５１
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の５２ 守谷市松並 １８５８番地の５２
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の５３ 守谷市松並 １８５８番地の５３
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の５４ 守谷市松並 １８５８番地の５４
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の６６ 守谷市松並 １８５８番地の６６
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の６７ 守谷市松並 １８５８番地の６７
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の６８ 守谷市松並 １８５８番地の６８
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の６９ 守谷市松並 １８５８番地の６９
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の７７ 守谷市松並 １８５８番地の７７
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の７８ 守谷市松並 １８５８番地の７８
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の８０ 守谷市松並 １８５８番地の８０
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の８９ 守谷市松並 １８５８番地の８９
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の９０ 守谷市松並 １８５８番地の９０
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の９１ 守谷市松並 １８５８番地の９１
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の９２ 守谷市松並 １８５８番地の９２
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の９３ 守谷市松並 １８５８番地の９３
守谷町大字守谷 甲１８５８番地の９９ 守谷市松並 １８５８番地の９９
守谷町大字守谷 甲１８６０番地 守谷市松並 １８６０番地
守谷町大字守谷 甲１８６５番地の４ 守谷市松並 １８６５番地の４
守谷町大字守谷 甲１８６５番地の１７ 守谷市松並 １８６５番地の１７
守谷町大字守谷 甲１８６６番地の１ 守谷市松並 １８６６番地の１
守谷町大字守谷 甲１８６６番地の１２ 守谷市松並 １８６６番地の１２
守谷町大字守谷 甲１８７７番地の４ 守谷市松並 １８７７番地の４
守谷町大字守谷 甲１８７７番地の９ 守谷市松並 １８７７番地の９
守谷町大字守谷 甲１８７９番地の７ 守谷市松並 １８７９番地の７
守谷町大字守谷 甲１８８０番地の２ 守谷市松並 １８８０番地の２
守谷町大字守谷 甲１８８２番地の２ 守谷市松並 １８８２番地の２
守谷町大字守谷 甲１８８３番地の２ 守谷市松並 １８８３番地の２
守谷町大字守谷 甲１８８６番地の２ 守谷市松並 １８８６番地の２
守谷町大字守谷 甲１８９０番地の１ 守谷市松並 １８９０番地の１
守谷町大字守谷 甲１８９０番地の２ 守谷市松並 １８９０番地の２
守谷町大字守谷 甲１８９０番地の３ 守谷市松並 １８９０番地の３
守谷町大字守谷 甲１８９４番地の１ 守谷市松並 １８９４番地の１
守谷町大字守谷 甲１８９５番地の２ 守谷市松並 １８９５番地の２
守谷町大字守谷 甲１８９６番地 守谷市松並 １８９６番地
守谷町大字守谷 甲１８９８番地 守谷市松並 １８９８番地
守谷町大字守谷 甲１９０１番地の２ 守谷市松並 １９０１番地の２
守谷町大字守谷 甲１９０１番地の４ 守谷市松並 １９０１番地の４
守谷町大字守谷 甲１９０４番地 守谷市松並 １９０４番地
守谷町大字守谷 甲１９０５番地の４ 守谷市松並 １９０５番地の４
守谷町大字守谷 甲１９０５番地の７ 守谷市松並 １９０５番地の７
守谷町大字守谷 甲１９０７番地の１ 守谷市松並 １９０７番地の１
守谷町大字守谷 甲１９０９番地の３ 守谷市松並 １９０９番地の３
守谷町大字守谷 甲１９６４番地の１ 守谷市松並 １９６４番地の１
守谷町大字守谷 甲１９７５番地 守谷市松並 １９７５番地
守谷町大字守谷 甲１９８２番地の３ 守谷市松並 １９８２番地の３
守谷町大字守谷 甲１９８７番地 守谷市松並 １９８７番地
守谷町大字守谷 甲１９９３番地の５ 守谷市松並 １９９３番地の５
守谷町大字守谷 甲１９９４番地の１ 守谷市松並 １９９４番地の１
守谷町大字守谷 甲２０００番地 守谷市松並 ２０００番地
守谷町大字守谷 甲２０００番地の１０ 守谷市松並 ２０００番地の１０
守谷町大字守谷 甲２０００番地の１３ 守谷市松並 ２０００番地の１３
守谷町大字守谷 甲２００５番地 守谷市松並 ２００５番地
守谷町大字守谷 甲２００５番地の２６ 守谷市松並 ２００５番地の２６
守谷町大字守谷 甲２０１２番地の１ 守谷市松並 ２０１２番地の１



（3／4）
大字守谷地区　新旧住所対照表（№５）

旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２０１５番地の１ 守谷市松並 ２０１５番地の１
守谷町大字守谷 甲２０１９番地の２ 守谷市松並 ２０１９番地の２
守谷町大字守谷 甲２０２０番地 守谷市松並 ２０２０番地
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の５ 守谷市松並 ２０２０番地の５
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の７ 守谷市松並 ２０２０番地の７
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の１０ 守谷市松並 ２０２０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の１３ 守谷市松並 ２０２０番地の１３
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の１６ 守谷市松並 ２０２０番地の１６
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の１７ 守谷市松並 ２０２０番地の１７
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の１８ 守谷市松並 ２０２０番地の１８
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の２６ 守谷市松並 ２０２０番地の２６
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の３５ 守谷市松並 ２０２０番地の３５
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の３６ 守谷市松並 ２０２０番地の３６
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の３７ 守谷市松並 ２０２０番地の３７
守谷町大字守谷 甲２０２０番地の３８ 守谷市松並 ２０２０番地の３８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１０ 守谷市松並 ２０２４番地の１０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１１ 守谷市松並 ２０２４番地の１１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２ 守谷市松並 ２０２４番地の１２
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１５ 守谷市松並 ２０２４番地の１５
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１６ 守谷市松並 ２０２４番地の１６
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１７ 守谷市松並 ２０２４番地の１７
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１８ 守谷市松並 ２０２４番地の１８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１９ 守谷市松並 ２０２４番地の１９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の２１ 守谷市松並 ２０２４番地の２１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の２３ 守谷市松並 ２０２４番地の２３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の２４ 守谷市松並 ２０２４番地の２４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の２６ 守谷市松並 ２０２４番地の２６
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の２８ 守谷市松並 ２０２４番地の２８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３０ 守谷市松並 ２０２４番地の３０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３３ 守谷市松並 ２０２４番地の３３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３９ 守谷市松並 ２０２４番地の３９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の４０ 守谷市松並 ２０２４番地の４０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の４１ 守谷市松並 ２０２４番地の４１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の４９ 守谷市松並 ２０２４番地の４９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の５１ 守谷市松並 ２０２４番地の５１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の５７ 守谷市松並 ２０２４番地の５７
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の５８ 守谷市松並 ２０２４番地の５８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の６０ 守谷市松並 ２０２４番地の６０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の６４ 守谷市松並 ２０２４番地の６４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の６５ 守谷市松並 ２０２４番地の６５
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の７４ 守谷市松並 ２０２４番地の７４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の７９ 守谷市松並 ２０２４番地の７９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の８２ 守谷市松並 ２０２４番地の８２
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の８８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２４番地の８８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の９９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２４番地の９９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１０４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２４番地の１０４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１０５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２４番地の１０５
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１０８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２４番地の１０８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１１９ 守谷市松並 ２０２４番地の１１９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２０ 守谷市松並 ２０２４番地の１２０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２１ 守谷市松並 ２０２４番地の１２１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２６ 守谷市松並 ２０２４番地の１２６
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２７ 守谷市松並 ２０２４番地の１２７
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２８ 守谷市松並 ２０２４番地の１２８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１２９ 守谷市松並 ２０２４番地の１２９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３０ 守谷市松並 ２０２４番地の１３０
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３１ 守谷市松並 ２０２４番地の１３１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３４ 守谷市松並 ２０２４番地の１３４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３５ 守谷市松並 ２０２４番地の１３５
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３６ 守谷市松並 ２０２４番地の１３６
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１３７ 守谷市松並 ２０２４番地の１３７
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４０ 守谷市松並 ２０２４番地の１４０
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４１ 守谷市松並 ２０２４番地の１４１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４２ 守谷市松並 ２０２４番地の１４２
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４３ 守谷市松並 ２０２４番地の１４３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４４ 守谷市松並 ２０２４番地の１４４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４６ 守谷市松並 ２０２４番地の１４６
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４８ 守谷市松並 ２０２４番地の１４８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１４９ 守谷市松並 ２０２４番地の１４９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１５２ 守谷市松並 ２０２４番地の１５２
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１５３ 守谷市松並 ２０２４番地の１５３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１６１ 守谷市松並 ２０２４番地の１６１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の１６３ 守谷市松並 ２０２４番地の１６３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３１８ 守谷市松並 ２０２４番地の３１８
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３１９ 守谷市松並 ２０２４番地の３１９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２１ 守谷市松並 ２０２４番地の３２１
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２２ 守谷市松並 ２０２４番地の３２２
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２３ 守谷市松並 ２０２４番地の３２３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２４ 守谷市松並 ２０２４番地の３２４
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２５ 守谷市松並 ２０２４番地の３２５
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２７ 守谷市松並 ２０２４番地の３２７
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３２９ 守谷市松並 ２０２４番地の３２９
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３３３ 守谷市松並 ２０２４番地の３３３
守谷町大字守谷 甲２０２４番地の３３５ 守谷市松並 ２０２４番地の３３５


