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大字守谷地区　新旧住所対照表（№２）

守谷町大字守谷 甲３３１番地の８ 守谷市本町 ３３１番地の８
守谷町大字守谷 甲３３１番地の９ 守谷市本町 ３３１番地の９
守谷町大字守谷 甲３３１番地の１０ 守谷市本町 ３３１番地の１０
守谷町大字守谷 甲３３３番地の４ 守谷市本町 ３３３番地の４
守谷町大字守谷 甲３３３番地の５ 守谷市本町 ３３３番地の５
守谷町大字守谷 甲３３３番地の６ 守谷市本町 ３３３番地の６
守谷町大字守谷 甲３３３番地の７ 守谷市本町 ３３３番地の７
守谷町大字守谷 甲３３３番地の８ 守谷市本町 ３３３番地の８
守谷町大字守谷 甲３３３番地の９ 守谷市本町 ３３３番地の９
守谷町大字守谷 甲３３４番地の１０ 守谷市本町 ３３４番地の１０
守谷町大字守谷 甲３５１番地の４ 守谷市本町 ３５１番地の４
守谷町大字守谷 甲３５３番地 守谷市本町 ３５３番地
守谷町大字守谷 甲３５４番地の２ 守谷市本町 ３５４番地の２
守谷町大字守谷 甲３５５番地 守谷市本町 ３５５番地
守谷町大字守谷 甲３５７番地 守谷市本町 ３５７番地
守谷町大字守谷 甲３５８番地 守谷市本町 ３５８番地
守谷町大字守谷 甲３６４番地 守谷市本町 ３６４番地
守谷町大字守谷 甲３６６番地の１ 守谷市本町 ３６６番地の１
守谷町大字守谷 甲３６６番地の３ 守谷市本町 ３６６番地の３
守谷町大字守谷 甲３６７番地の４ 守谷市本町 ３６７番地の４
守谷町大字守谷 甲３６８番地の１ 守谷市本町 ３６８番地の１
守谷町大字守谷 甲３６９番地の３ 守谷市本町 ３６９番地の３
守谷町大字守谷 甲３６９番地の６ 守谷市本町 ３６９番地の６
守谷町大字守谷 甲３６９番地の７ 守谷市本町 ３６９番地の７
守谷町大字守谷 甲３６９番地の１１ 守谷市本町 ３６９番地の１１
守谷町大字守谷 甲３６９番地の１６ 守谷市本町 ３６９番地の１６
守谷町大字守谷 甲３７１番地の１ 守谷市本町 ３７１番地の１
守谷町大字守谷 甲３７４番地の３ 守谷市本町 ３７４番地の３
守谷町大字守谷 甲３７４番地の４ 守谷市本町 ３７４番地の４
守谷町大字守谷 甲３７４番地の７ 守谷市本町 ３７４番地の７
守谷町大字守谷 甲３７７番地 守谷市本町 ３７７番地
守谷町大字守谷 甲３７７番地の３ 守谷市本町 ３７７番地の３
守谷町大字守谷 甲３７８番地の２ 守谷市本町 ３７８番地の２
守谷町大字守谷 甲３７９番地 守谷市本町 ３７９番地
守谷町大字守谷 甲３８０番地の１ 守谷市本町 ３８０番地の１
守谷町大字守谷 甲３８１番地 守谷市本町 ３８１番地
守谷町大字守谷 甲３８４番地 守谷市本町 ３８４番地
守谷町大字守谷 甲３８５番地の１ 守谷市本町 ３８５番地の１
守谷町大字守谷 甲３８５番地の２ 守谷市本町 ３８５番地の２
守谷町大字守谷 甲３８６番地 守谷市本町 ３８６番地
守谷町大字守谷 甲３８７番地 守谷市本町 ３８７番地
守谷町大字守谷 甲３８８番地 守谷市本町 ３８８番地
守谷町大字守谷 甲３８８番地の４ 守谷市本町 ３８８番地の４
守谷町大字守谷 甲３８９番地 守谷市本町 ３８９番地
守谷町大字守谷 甲３８９番地の３ 守谷市本町 ３８９番地の３
守谷町大字守谷 甲３９０番地の２ 守谷市本町 ３９０番地の２
守谷町大字守谷 甲３９１番地の７ 守谷市本町 ３９１番地の７
守谷町大字守谷 甲３９１番地の８ 守谷市本町 ３９１番地の８
守谷町大字守谷 甲３９２番地 守谷市本町 ３９２番地
守谷町大字守谷 甲３９４番地 守谷市本町 ３９４番地
守谷町大字守谷 甲３９５番地 守谷市本町 ３９５番地
守谷町大字守谷 甲３９６番地 守谷市本町 ３９６番地
守谷町大字守谷 甲３９８番地の２ 守谷市本町 ３９８番地の２
守谷町大字守谷 甲３９９番地の１ 守谷市本町 ３９９番地の１
守谷町大字守谷 甲４００番地 守谷市本町 ４００番地
守谷町大字守谷 甲４０２番地の２ 守谷市本町 ４０２番地の２

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４０３番地 守谷市本町 ４０３番地
守谷町大字守谷 甲４０５番地 守谷市本町 ４０５番地
守谷町大字守谷 甲４０７番地 守谷市本町 ４０７番地
守谷町大字守谷 甲４０９番地 守谷市本町 ４０９番地
守谷町大字守谷 甲４０９番地の１ 守谷市本町 ４０９番地の１
守谷町大字守谷 甲４１０番地 守谷市本町 ４１０番地
守谷町大字守谷 甲４１１番地 守谷市本町 ４１１番地
守谷町大字守谷 甲４１２番地 守谷市本町 ４１２番地
守谷町大字守谷 甲４１３番地 守谷市本町 ４１３番地
守谷町大字守谷 甲４１４番地 守谷市本町 ４１４番地
守谷町大字守谷 甲４１４番地の１ 守谷市本町 ４１４番地の１
守谷町大字守谷 甲４１５番地の１ 守谷市本町 ４１５番地の１
守谷町大字守谷 甲４１５番地の２ 守谷市本町 ４１５番地の２
守谷町大字守谷 甲４１６番地の１ 守谷市本町 ４１６番地の１
守谷町大字守谷 甲４２２番地 守谷市本町 ４２２番地
守谷町大字守谷 甲４２２番地の４ 守谷市本町 ４２２番地の４
守谷町大字守谷 甲４２３番地の１ 守谷市本町 ４２３番地の１
守谷町大字守谷 甲４２４番地の３ 守谷市本町 ４２４番地の３
守谷町大字守谷 甲４２４番地の５ 守谷市本町 ４２４番地の５
守谷町大字守谷 甲４２７番地の１ 守谷市本町 ４２７番地の１
守谷町大字守谷 甲４２８番地 守谷市本町 ４２８番地
守谷町大字守谷 甲４２８番地の１ 守谷市本町 ４２８番地の１
守谷町大字守谷 甲４３０番地の３ 守谷市本町 ４３０番地の３
守谷町大字守谷 甲４３０番地の４ 守谷市本町 ４３０番地の４
守谷町大字守谷 甲４３０番地の５ 守谷市本町 ４３０番地の５
守谷町大字守谷 甲４３０番地の６ 守谷市本町 ４３０番地の６
守谷町大字守谷 甲４３０番地の８ 守谷市本町 ４３０番地の８
守谷町大字守谷 甲４３０番地の９ 守谷市本町 ４３０番地の９
守谷町大字守谷 甲４９８番地 守谷市本町 ４９８番地
守谷町大字守谷 甲４９８番地の３ 守谷市本町 ４９８番地の３
守谷町大字守谷 甲４９８番地の４ 守谷市本町 ４９８番地の４
守谷町大字守谷 甲４９９番地 守谷市本町 ４９９番地
守谷町大字守谷 甲４９９番地の１ 守谷市本町 ４９９番地の１
守谷町大字守谷 甲４９９番地の２ 守谷市本町 ４９９番地の２
守谷町大字守谷 甲４９９番地の４ 守谷市本町 ４９９番地の４
守谷町大字守谷 甲５０１番地 守谷市本町 ５０１番地
守谷町大字守谷 甲５０２番地の１ 守谷市本町 ５０２番地の１
守谷町大字守谷 甲５０４番地 守谷市本町 ５０４番地
守谷町大字守谷 甲５０４番地の２ 守谷市本町 ５０４番地の２
守谷町大字守谷 甲５０４番地の８ 守谷市本町 ５０４番地の８
守谷町大字守谷 甲５０５番地 守谷市本町 ５０５番地
守谷町大字守谷 甲５０９番地 守谷市本町 ５０９番地
守谷町大字守谷 甲５１０番地の２ 守谷市本町 ５１０番地の２
守谷町大字守谷 甲５１１番地 守谷市本町 ５１１番地
守谷町大字守谷 甲５１３番地 守谷市本町 ５１３番地
守谷町大字守谷 甲５１３番地の１ 守谷市本町 ５１３番地の１
守谷町大字守谷 甲５１４番地の２ 守谷市本町 ５１４番地の２
守谷町大字守谷 甲５１６番地の１ 守谷市本町 ５１６番地の１
守谷町大字守谷 甲５１６番地の３ 守谷市本町 ５１６番地の３
守谷町大字守谷 甲５１８番地の２ 守谷市本町 ５１８番地の２
守谷町大字守谷 甲５１９番地の３ 守谷市本町 ５１９番地の３
守谷町大字守谷 甲５１９番地の４ 守谷市本町 ５１９番地の４
守谷町大字守谷 甲５２１番地の２ 守谷市本町 ５２１番地の２
守谷町大字守谷 甲５２１番地の３ 守谷市本町 ５２１番地の３
守谷町大字守谷 甲５２１番地の４ 守谷市本町 ５２１番地の４
守谷町大字守谷 甲５２３番地 守谷市本町 ５２３番地
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守谷町大字守谷 甲５２４番地の３ 守谷市本町 ５２４番地の３
守谷町大字守谷 甲５２５番地の１ 守谷市本町 ５２５番地の１
守谷町大字守谷 甲５２６番地 守谷市本町 ５２６番地
守谷町大字守谷 甲５２６番地の２ 守谷市本町 ５２６番地の２
守谷町大字守谷 甲５２６番地の７ 守谷市本町 ５２６番地の７
守谷町大字守谷 甲５２６番地の８ 守谷市本町 ５２６番地の８
守谷町大字守谷 甲５２６番地の９ 守谷市本町 ５２６番地の９
守谷町大字守谷 甲５２７番地の３ 守谷市本町 ５２７番地の３
守谷町大字守谷 甲５２７番地の６ 守谷市本町 ５２７番地の６
守谷町大字守谷 甲５２７番地の７ 守谷市本町 ５２７番地の７
守谷町大字守谷 甲５２７番地の８ 守谷市本町 ５２７番地の８
守谷町大字守谷 甲５２７番地の９ 守谷市本町 ５２７番地の９
守谷町大字守谷 甲５３１番地の３ 守谷市本町 ５３１番地の３
守谷町大字守谷 甲５３１番地の４ 守谷市本町 ５３１番地の４
守谷町大字守谷 甲５３２番地の４ 守谷市本町 ５３２番地の４
守谷町大字守谷 甲５３３番地の６ 守谷市本町 ５３３番地の６
守谷町大字守谷 甲５３４番地の１ 守谷市本町 ５３４番地の１
守谷町大字守谷 甲５３４番地の２ 守谷市本町 ５３４番地の２
守谷町大字守谷 甲５３４番地の７ 守谷市本町 ５３４番地の７
守谷町大字守谷 甲５３４番地の１５ 守谷市本町 ５３４番地の１５
守谷町大字守谷 甲５３６番地の３ 守谷市本町 ５３６番地の３
守谷町大字守谷 甲５３６番地の５ 守谷市本町 ５３６番地の５
守谷町大字守谷 甲５３７番地 守谷市本町 ５３７番地
守谷町大字守谷 甲５３７番地の６ 守谷市本町 ５３７番地の６
守谷町大字守谷 甲５４０番地の２ 守谷市本町 ５４０番地の２
守谷町大字守谷 甲５４０番地の６ 守谷市本町 ５４０番地の６
守谷町大字守谷 甲５４１番地の３ 守谷市本町 ５４１番地の３
守谷町大字守谷 甲５４１番地の４ 守谷市本町 ５４１番地の４
守谷町大字守谷 甲５４１番地の５ 守谷市本町 ５４１番地の５
守谷町大字守谷 甲５４１番地の６ 守谷市本町 ５４１番地の６
守谷町大字守谷 甲５４３番地の１ 守谷市本町 ５４３番地の１
守谷町大字守谷 甲５４３番地の３ 守谷市本町 ５４３番地の３
守谷町大字守谷 甲５４４番地の３ 守谷市本町 ５４４番地の３
守谷町大字守谷 甲５４４番地の７ 守谷市本町 ５４４番地の７
守谷町大字守谷 甲５４５番地の２ 守谷市本町 ５４５番地の２
守谷町大字守谷 甲５４８番地 守谷市本町 ５４８番地
守谷町大字守谷 甲５５２番地の２ 守谷市本町 ５５２番地の２
守谷町大字守谷 甲５５３番地の６ 守谷市本町 ５５３番地の６
守谷町大字守谷 甲５５３番地の７ 守谷市本町 ５５３番地の７
守谷町大字守谷 甲５５３番地の９ 守谷市本町 ５５３番地の９
守谷町大字守谷 甲５５３番地の１０ 守谷市本町 ５５３番地の１０
守谷町大字守谷 甲５５３番地の１５ 守谷市本町 ５５３番地の１５
守谷町大字守谷 甲５５３番地の１８ 守谷市本町 ５５３番地の１８
守谷町大字守谷 甲５５３番地の１９ 守谷市本町 ５５３番地の１９
守谷町大字守谷 甲５５３番地の２０ 守谷市本町 ５５３番地の２０
守谷町大字守谷 甲５５３番地の２２ 守谷市本町 ５５３番地の２２
守谷町大字守谷 甲５６０番地 守谷市本町 ５６０番地
守谷町大字守谷 甲５６１番地 守谷市本町 ５６１番地
守谷町大字守谷 甲５６５番地 守谷市本町 ５６５番地
守谷町大字守谷 甲５６６番地 守谷市本町 ５６６番地
守谷町大字守谷 甲５６７番地 守谷市本町 ５６７番地
守谷町大字守谷 甲５６８番地の１ 守谷市本町 ５６８番地の１
守谷町大字守谷 甲５６９番地 守谷市本町 ５６９番地
守谷町大字守谷 甲５７１番地の１ 守谷市本町 ５７１番地の１
守谷町大字守谷 甲５７２番地 守谷市本町 ５７２番地
守谷町大字守谷 甲５７３番地 守谷市本町 ５７３番地



（4／4）
大字守谷地区　新旧住所対照表（№２）

旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲５７４番地 守谷市本町 ５７４番地
守谷町大字守谷 甲５７５番地 守谷市本町 ５７５番地
守谷町大字守谷 甲５７８番地 守谷市本町 ５７８番地
守谷町大字守谷 甲５７９番地 守谷市本町 ５７９番地
守谷町大字守谷 甲５８０番地の２ 守谷市本町 ５８０番地の２
守谷町大字守谷 甲５８２番地の１ 守谷市本町 ５８２番地の１
守谷町大字守谷 甲５８３番地 守谷市本町 ５８３番地
守谷町大字守谷 甲５８３番地の１ 守谷市本町 ５８３番地の１
守谷町大字守谷 甲５８３番地の３ 守谷市本町 ５８３番地の３
守谷町大字守谷 甲５８５番地の１ 守谷市本町 ５８５番地の１
守谷町大字守谷 甲５８５番地の４ 守谷市本町 ５８５番地の４
守谷町大字守谷 甲５８６番地 守谷市本町 ５８６番地
守谷町大字守谷 甲５８７番地 守谷市本町 ５８７番地
守谷町大字守谷 甲５８９番地 守谷市本町 ５８９番地
守谷町大字守谷 甲５９４番地の４ 守谷市本町 ５９４番地の４
守谷町大字守谷 甲５９４番地の５ 守谷市本町 ５９４番地の５
守谷町大字守谷 甲５９４番地の１１ 守谷市本町 ５９４番地の１１
守谷町大字守谷 甲５９５番地 守谷市本町 ５９５番地
守谷町大字守谷 甲５９５番地の４ 守谷市本町 ５９５番地の４
守谷町大字守谷 甲５９６番地の４ 守谷市本町 ５９６番地の４
守谷町大字守谷 甲６００番地 守谷市本町 ６００番地
守谷町大字守谷 甲６０１番地の３ 守谷市本町 ６０１番地の３
守谷町大字守谷 甲６０２番地 守谷市本町 ６０２番地
守谷町大字守谷 甲６０４番地の２ 守谷市本町 ６０４番地の２
守谷町大字守谷 甲６０４番地の３ 守谷市本町 ６０４番地の３
守谷町大字守谷 甲６０５番地 守谷市本町 ６０５番地
守谷町大字守谷 甲６０５番地の１ 守谷市本町 ６０５番地の１
守谷町大字守谷 甲６０６番地 守谷市本町 ６０６番地
守谷町大字守谷 甲６０６番地の１ 守谷市本町 ６０６番地の１


