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大字守谷地区　新旧住所対照表（№８）

守谷町大字守谷 甲２６１９番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の８
守谷町大字守谷 甲２６１９番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６１９番地の１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６１９番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の１８
守谷町大字守谷 甲２６１９番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６１９番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１９番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６２２番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６２２番地
守谷町大字守谷 甲２６２２番地の１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６２２番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の１
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の５
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の６
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の７
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の８
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６３４番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３４番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６３５番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３５番地
守谷町大字守谷 甲２６３５番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３５番地の１
守谷町大字守谷 甲２６３６番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３６番地
守谷町大字守谷 甲２６３６番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３６番地の４
守谷町大字守谷 甲２６３７番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３７番地の３
守谷町大字守谷 甲２６３７番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３７番地の４
守谷町大字守谷 甲２６３７番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３７番地の５
守谷町大字守谷 甲２６３７番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３７番地の６
守谷町大字守谷 甲２６３７番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６３７番地の８
守谷町大字守谷 甲２６４２番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４２番地の４
守谷町大字守谷 甲２６４６番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４６番地の４
守谷町大字守谷 甲２６４８番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４８番地の７
守谷町大字守谷 甲２６４８番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４８番地の９
守谷町大字守谷 甲２６４８番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４８番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６４８番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４８番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６４９番地の１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４９番地の１
守谷町大字守谷 甲２６４９番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４９番地の３
守谷町大字守谷 甲２６４９番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６４９番地の８
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の２
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の４
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の９
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１５
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６５０番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５０番地の１８
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の５
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の６
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の９
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の１８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の１８
守谷町大字守谷 甲２６５１番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５１番地の２２
守谷町大字守谷 甲２６５２番地の２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５２番地の２
守谷町大字守谷 甲２６５２番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５２番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５２番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５２番地の５
守谷町大字守谷 甲２６５２番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５２番地の６

旧住所表記名 新住所表記名
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２６５２番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５２番地の７
守谷町大字守谷 甲２６５３番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５３番地
守谷町大字守谷 甲２６５３番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５３番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５３番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５３番地の４
守谷町大字守谷 甲２６５３番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５３番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６５３番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５３番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の４
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の５
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の７
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の８
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の９
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６５５番地の１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５５番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６５６番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の４
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の５
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６５６番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５６番地の２５
守谷町大字守谷 甲２６５７番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５７番地
守谷町大字守谷 甲２６５８番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５８番地
守谷町大字守谷 甲２６５９番地の１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５９番地の１
守谷町大字守谷 甲２６５９番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５９番地の３
守谷町大字守谷 甲２６５９番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５９番地の６
守谷町大字守谷 甲２６５９番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６５９番地の９
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の３
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の４
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の５
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の６
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の７
守谷町大字守谷 甲２６６０番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６０番地の８
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の５
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の６
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の７
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の８
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の９
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１５
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１７
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２１
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２２
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２３
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２４
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２５



（3／4）
大字守谷地区　新旧住所対照表（№８）

旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２７
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２８
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の２９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の２９
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３０
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３１
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３２
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３３
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３４
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３５
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３６
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３７
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３８
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の３９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の３９
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４０
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４１
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４２
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４３
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４４
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４５
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４６
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４７
守谷町大字守谷 甲２６６１番地の４８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６１番地の４８
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の１
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の６
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の７
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の８
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の９
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の２５
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の２６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の２６
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の３４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の３４
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の３６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の３６
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の３９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の３９
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の４０
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の４１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の４１
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の４５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の４５
守谷町大字守谷 甲２６６４番地の４９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６４番地の４９
守谷町大字守谷 甲２６７０番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７０番地の４
守谷町大字守谷 甲２６７０番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７０番地の６
守谷町大字守谷 甲２６７０番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７０番地の９
守谷町大字守谷 甲２６７０番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７０番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６７０番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７０番地の１５
守谷町大字守谷 甲２６７２番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６７２番地
守谷町大字守谷 甲２６８１番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６８１番地の１
守谷町大字守谷 甲２６８２番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６８２番地の１
守谷町大字守谷 甲２６８３番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６８３番地
守谷町大字守谷 甲２６８３番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６８３番地の５
守谷町大字守谷 甲２６８４番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６８４番地の１
守谷町大字守谷 甲２６９０番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９０番地の３
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の３
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の６
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１２
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１７
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１８
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２３
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２４
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２５
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２６
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２７
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２８
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の２９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の２９
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の３３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の３３
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の３４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の３４
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の４１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の４１
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の４３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の４３
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の４４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の４４
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の５１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の５１
守谷町大字守谷 甲２６９１番地の５２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９１番地の５２
守谷町大字守谷 甲２６９２番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９２番地の４
守谷町大字守谷 甲２６９２番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９２番地の５
守谷町大字守谷 甲２６９２番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９２番地の６
守谷町大字守谷 甲２６９２番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９２番地の７
守谷町大字守谷 甲２６９３番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９３番地の１
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の４
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の８
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２１
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２４
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２５
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２７
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２８
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の２９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の２９
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の３０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の３０
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の３５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の３５
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の３９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の３９
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の４３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の４３
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の４８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の４８
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の５４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の５４
守谷町大字守谷 甲２６９４番地の５９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９４番地の５９


