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旧・新 地 番 対 照 表

No.   1

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 南 １８５８－２ 南新木四丁目 　１－　１

新木 南 １８５８－５ 南新木四丁目 　１－　２

新木 南 １８５８－６ 南新木四丁目 　１－　３ 合併別紙１号

新木 南 １８５９－２ 南新木三丁目 ２０－　１ 分　割

南新木三丁目 ２１－　１

新木 南 １８５９－６ 南新木三丁目 　９－　８

新木 南 １８５９－７ 南新木三丁目 ２０－１１

新木 南 １８５９－８ 南新木四丁目 　１－　３ 合併別紙１号

新木 南 １８５９－９ 南新木四丁目 　１－２１

新木 南 １８５９－１０ 南新木四丁目 ２７－　６

新木 南 １８５９－１１ 南新木四丁目 ２７－　７

新木 南 １８５９－１２ 南新木四丁目 ２７－　８

新木 南 １８６７－１ 南新木四丁目 　１－　４

新木 南 １８６８－２ 南新木三丁目 １７－　７

新木 南 １８６９ 南新木三丁目 ２１－　４ 合併別紙２号

新木 南 １８７０－１ 南新木四丁目 　１－　６

新木 南 １８７０－２ 南新木四丁目 　１－１２

新木 南 １８７０－３ 南新木四丁目 　１－１３

新木 南 １８７０－４ 南新木四丁目 　１－１４

新木 南 １８７０－５ 南新木四丁目 　１－１５

新木 南 １８７０－６ 南新木四丁目 　１－１６

新木 南 １８７０－７ 南新木四丁目 　１－１７

新木 南 １８７０－８ 南新木四丁目 　１－１８

新木 南 １８７０－９ 南新木四丁目 　１－１１

新木 南 １８７０－１０ 南新木四丁目 　１－１０

新木 南 １８７０－１１ 南新木四丁目 　２－　３

新木 南 １８７０－１２ 南新木四丁目 　１－　８

新木 南 １８７０－１３ 南新木四丁目 　２－　２

新木 南 １８７５ 南新木三丁目 １９－　１

新木 南 １８７６－１ 南新木三丁目 １９－　８ 合　併

新木 南 １８７６－２

新木 南 １８７７－１ 南新木三丁目 １８－　２ 分　割

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   2

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

南新木四丁目 　５－　５

新木 南 １８７７－３ 南新木三丁目 １９－　７ 合併別紙３号

新木 南 １８７７－４ 南新木四丁目 　５－　７

新木 南 １８７８ 南新木三丁目 １９－　６

新木 南 １８７９ 南新木三丁目 １８－　３

新木 南 １８８０－３ 南新木三丁目 １９－　７ 合併別紙３号

新木 南 １８８１－１ 南新木三丁目 １７－　３ 合併別紙４号

新木 南 １８８１－２ 南新木四丁目 　５－　６ 合併別紙５号

新木 南 １８８１－３ 南新木三丁目 １７－　２ 合併別紙６号

新木 南 １８８１－４ 南新木三丁目 １７－　１ 合併別紙７号

新木 南 １８８１－５

新木 南 １８８１－６ 南新木四丁目 　５－　８

新木 南 １８８２－１ 南新木三丁目 １７－　１ 合併別紙７号

新木 南 １８８２－２ 南新木四丁目 　５－　６ 合併別紙５号

新木 南 １８８２－３ 南新木四丁目 　６－　２

新木 南 １８８２－４ 南新木四丁目 　６－　８

新木 南 １８８２－５ 南新木四丁目 　４－２２ 合　併

新木 南 １８８２－６

新木 南 １８８３－１ 南新木三丁目 １７－　３ 合併別紙４号

新木 南 １８８３－２ 南新木三丁目 １７－　２ 合併別紙６号

新木 南 １８８３－３ 南新木三丁目 １７－１０

新木 南 １８８４－１ 南新木三丁目 １７－　９

新木 南 １８８４－２ 南新木三丁目 １７－　８

新木 南 １８８５－１ 南新木三丁目 １７－　４

新木 南 １８８５－２ 南新木三丁目 １８－　５ 合併別紙８号

新木 南 １８８６ 南新木三丁目 　６－１１ 分　割

南新木三丁目 １９－　５

新木 南 １８８７ 南新木三丁目 １６－１３ 分　割

南新木三丁目 ２０－１０

新木 南 １８８８－１ 南新木三丁目 　８－　１ 分　割

南新木三丁目 １７－　５

新木 南 １８８８－２ 南新木三丁目 １７－　６
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   3

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 南 １８８９－１ 南新木三丁目 　７－　１

新木 南 １８８９－２ 南新木三丁目 　７－　３

新木 南 １８９０ 南新木三丁目 １９－　３ 合併別紙９号

新木 南 １８９１ 南新木三丁目 １９－　４

新木 南 １８９２－１ 南新木三丁目 １８－　５ 合併別紙８号

新木 南 １８９２－２ 南新木三丁目 １８－　４

新木 南 １８９２－３ 南新木三丁目 １９－　３ 合併別紙９号

新木 南 １８９３ 南新木三丁目 １９－　２ 分　割

南新木三丁目 ２０－　９

新木 南 １８９４－１ 南新木三丁目 ２０－　３

新木 南 １８９４－２ 南新木三丁目 ２０－　４

新木 南 １８９４－３ 南新木三丁目 ２０－　５

新木 南 １８９４－４ 南新木三丁目 ２０－　６

新木 南 １８９４－５ 南新木三丁目 ２０－　７

新木 南 １８９４－６ 南新木三丁目 ２０－　８

新木 南 １８９５ 南新木三丁目 ２０－　２ 分　割

南新木三丁目 ２１－　５

新木 南 １８９６－１ 南新木四丁目 　４－２７

新木 南 １８９６－２ 南新木三丁目 ２１－　６

新木 南 １８９７－１ 南新木三丁目 ２１－　４ 合併別紙２号

新木 南 １８９８－１

新木 南 １９０９－１ 南新木三丁目 　４－　４ 分　割

南新木三丁目 　４－　８

新木 南 １９０９－６ 南新木三丁目 　４－　５

新木 南 １９０９－７ 南新木三丁目 　５－　３

新木 南 １９０９－８ 南新木三丁目 　４－　９ 分　割

南新木三丁目 　５－　４

新木 南 １９１０－１ 南新木三丁目 　３－　２ 分　割

南新木三丁目 　５－　１

新木 南 １９１１－１ 南新木三丁目 　４－　１

新木 南 １９１２ 南新木三丁目 ２１－　４ 合併別紙２号

新木 南 １９１３ 南新木三丁目 　６－　３ 分　割
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   4

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

南新木三丁目 　７－　２

新木 南 １９１４－１ 南新木三丁目 　６－　１ 分　割

南新木三丁目 １８－　６

新木 南 １９１４－２ 南新木三丁目 　８－　２ 合併別紙１０号

新木 南 １９１４－３ 南新木三丁目 　７－１３

新木 南 １９１４－４ 南新木三丁目 　８－　２ 合併別紙１０号

新木 南 １９１４－５

新木 南 １９１５ 南新木三丁目 　４－　２

新木 南 １９１６ 南新木三丁目 　４－　３

新木 南 １９１７ 南新木三丁目 　８－　３

新木 南 １９１８ 南新木三丁目 　７－１１ 分　割

南新木三丁目 　８－　４

新木 南 １９１９ 南新木三丁目 　８－　５

新木 南 １９２０－１ 南新木三丁目 　８－　９ 分　割

南新木三丁目 　８－１０

新木 南 １９２０－２ 南新木二丁目 １１－１０ 分　割

南新木三丁目 　８－　８

新木 南 １９２０－３ 南新木三丁目 　７－　９ 合　併

新木 南 １９２０－４

新木 南 １９２１ 南新木三丁目 　２－　７ 分　割

南新木三丁目 １０－１２

新木 南 １９２２－１ 南新木三丁目 １０－　５

新木 南 １９２２－２ 南新木三丁目 　８－　６

新木 南 １９２２－３ 南新木三丁目 　８－　７

新木 南 １９２３ 南新木三丁目 １０－１３

新木 南 １９２４ 南新木三丁目 　７－　７ 合　併

新木 南 １９２５

新木 南 １９２６－１

新木 南 １９２６－２ 南新木三丁目 　６－　８ 合　併

新木 南 １９２６－３

新木 南 １９２６－４ 南新木三丁目 　７－　８

新木 南 １９２７－１ 南新木三丁目 　６－　６

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   5

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 南 １９２７－２ 南新木三丁目 　６－　７

新木 南 １９２８－１ 南新木三丁目 １０－　１ 合併別紙１１号

新木 南 １９２８－２

新木 南 １９２９ 南新木三丁目 　７－　５ 分　割

南新木三丁目 　７－　６

新木 南 １９３０ 南新木三丁目 　７－　４

新木 南 １９３１ 南新木三丁目 　５－　２ 合併別紙１２号

新木 南 １９３２－１ 南新木三丁目 　４－　７ 合　併

新木 南 １９３３－１

新木 南 １９３３－４ 南新木三丁目 　４－　６

新木 南 １９３４ 南新木三丁目 　５－　２ 合併別紙１２号

新木 南 １９３５－１ 南新木三丁目 　５－　５ 分　割

南新木三丁目 　６－　４

新木 南 １９３５－２ 南新木三丁目 　５－１０

新木 南 １９３６－１ 南新木三丁目 　３－　３ 合併別紙１３号

新木 南 １９３６－２ 南新木三丁目 　３－　５

新木 南 １９３７ 南新木三丁目 　５－　９ 分　割

南新木三丁目 １０－１４

新木 南 １９３８ 南新木三丁目 　６－　５

新木 南 １９３９ 南新木三丁目 　３－　３ 合併別紙１３号

新木 南 １９４０ 南新木三丁目 　５－　８

新木 南 １９４１ 南新木三丁目 　３－　４

新木 南 １９４２－１ 南新木三丁目 　２－　１

新木 南 １９４３－１ 南新木三丁目 　５－　７

新木 南 １９４３－３ 南新木三丁目 　３－　１

新木 南 １９４４－１ 南新木三丁目 　５－　６

新木 南 １９５６－２ 南新木三丁目 　１－　１

新木 南 １９５７－１ 南新木一丁目 ３２－２２ 分　割

南新木三丁目 　１－　２

南新木三丁目 　１－　３

新木 東 ２０４５－２ 南新木一丁目 ４１－　７ 合　併

新木 東 ２０４９－５

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   6

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 東 ２０５０－１

新木 東 ２０５０－２

新木 東 ２０５１－１ 南新木一丁目 　３－　２

新木 東 ２０５２－１ 南新木一丁目 ４１－　３ 合併別紙１４号

新木 大作台 ２０５３－１ 南新木二丁目 　５－　９

新木 大作台 ２０５３－５ 南新木二丁目 　４－　４

新木 大作台 ２０５４－１ 南新木一丁目 　３－　１ 合併別紙１５号

新木 大作台 ２０５４－２ 南新木二丁目 　４－　７ 合　併

新木 大作台 ２０５５－１

新木 大作台 ２０５５－２ 南新木一丁目 　３－　１ 合併別紙１５号

新木 大作台 ２０５６ 南新木二丁目 　４－　６

新木 大作台 ２０５７－１ 南新木二丁目 　４－　８ 合併別紙１６号

新木 大作台 ２０５７－３ 南新木二丁目 　４－　５ 合　併

新木 大作台 ２０５７－４

新木 大作台 ２０５８－１ 南新木二丁目 　４－　８ 合併別紙１６号

新木 大作台 ２０６０－２ 南新木二丁目 　４－　１ 合　併

新木 大作台 ２０６２－１

新木 大作台 ２０６４－１ 南新木二丁目 　３－　７

新木 大作台 ２０６４－６ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

新木 大作台 ２０６５－１ 南新木二丁目 　３－　６ 合併別紙１８号

新木 大作台 ２０６５－６ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

新木 大作台 ２０６６－１ 南新木二丁目 　３－　６ 合併別紙１８号

新木 大作台 ２０６６－５ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

新木 大作台 ２０６７－１ 南新木二丁目 　３－　５ 分　割

南新木三丁目 　２－　３

新木 大作台 ２０６７－５ 南新木一丁目 ４１－　６ 合併別紙１９号

新木 大作台 ２０６７－７ 南新木二丁目 　５－１２ 合併別紙２０号

新木 大作台 ２０６７－８ 南新木二丁目 　３－　３

新木 大作台 ２０６７－９ 南新木二丁目 　５－１２ 合併別紙２０号

新木 大作台 ２０６７－１０ 南新木二丁目 　３－　８

新木 大作台 ２０６７－１１ 南新木一丁目 ４１－　６ 合併別紙１９号

新木 大作台 ２０６７－１３ 南新木二丁目 　３－　１

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   7

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 大作台 ２０６７－１４ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

新木 大作台 ２０６７－１５

新木 大作台 ２０６７－１６ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

新木 大作台 ２０６７－１７ 南新木一丁目 ４１－　６ 合併別紙１９号

新木 大作台 ２０７０－１ 南新木三丁目 　２－　４ 合併別紙２２号

新木 大作台 ２０７０－３ 南新木二丁目 ２２－　１

新木 大作台 ２０７０－４ 南新木三丁目 　２－　４ 合併別紙２２号

新木 大作台 ２０７０－５ 消　滅

新木 大作台 ２０７０－６ 南新木二丁目 ２２－　８ 合　併

新木 大作台 ２０７０－７

新木 大作台 ２０７０－８ 南新木三丁目 　２－　８

新木 大作台 ２０７０－９ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

新木 大作台 ２０７１－１ 南新木三丁目 　２－　２

新木 大作台 ２０７２－１ 南新木三丁目 　２－　４ 合併別紙２２号

新木 大作台 ２０７２－２ 消　滅

新木 大作台 ２０７２－３ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

新木 大作台 ２０７３ 南新木二丁目 ２２－　４

新木 大作台 ２０７４－１ 南新木二丁目 ２２－　６ 合併別紙２３号

新木 大作台 ２０７４－２ 南新木二丁目 　９－　１ 合併別紙２４号

新木 大作台 ２０７４－３ 南新木二丁目 ２２－　６ 合併別紙２３号

新木 大作台 ２０７４－４ 南新木二丁目 　９－　１ 合併別紙２４号

新木 大作台 ２０７４－５ 南新木二丁目 　９－　２

新木 大作台 ２０７５－１ 南新木二丁目 ２２－　６ 合併別紙２３号

新木 大作台 ２０７５－２ 南新木二丁目 ２２－　５ 分　割

南新木三丁目 １１－　３

新木 大作台 ２０７５－３ 南新木二丁目 ２２－　３

新木 大作台 ２０７５－４ 南新木二丁目 ２２－　６ 合併別紙２３号

新木 大作台 ２０７６ 南新木三丁目 　２－　５

新木 大作台 ２０７７ 南新木三丁目 　２－　６

新木 大作台 ２０７８－１ 南新木三丁目 １０－　１ 合併別紙１１号

新木 大作台 ２０７８－２

新木 大作台 ２０７８－３

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   8

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 大作台 ２０７９ 南新木二丁目 ２１－　１

新木 大作台 ２０８０ 南新木二丁目 ２２－　７ 分　割

南新木三丁目 １３－　８

新木 大作台 ２０８１ 南新木二丁目 ２１－　６ 分　割

南新木三丁目 １０－　２

新木 大作台 ２０８２－１ 南新木三丁目 １０－　４

新木 大作台 ２０８２－２ 南新木三丁目 １０－　３

新木 大作台 ２０８３ 南新木一丁目 ２９－２４ 分　割

南新木二丁目 ２１－　７

新木 大作台 ２０８４ 南新木一丁目 　４－　５ 分　割

南新木一丁目 ３４－２９

南新木二丁目 ２１－　４

新木 大作台 ２０８５ 南新木二丁目 ２１－　２

新木 大作台 ２０８６－１ 南新木二丁目 １３－　２ 分　割

南新木二丁目 １３－　３

南新木二丁目 １３－１３

新木 大作台 ２０８６－２ 南新木二丁目 １３－１４

新木 大作台 ２０８６－３ 南新木二丁目 １３－　４

新木 大作台 ２０８６－４ 南新木二丁目 １３－　１ 合　併

新木 大作台 ２０８６－５

新木 大作台 ２０８７－１ 南新木二丁目 ２１－　８

新木 大作台 ２０８７－２ 南新木二丁目 ２１－　５

新木 大作台 ２０８８－１ 南新木三丁目 　２－　４ 合併別紙２２号

新木 大作台 ２０８８－２ 南新木二丁目 １２－２９

新木 大作台 ２０８８－３ 南新木二丁目 １２－３１

新木 大作台 ２０８８－４ 南新木二丁目 　９－　３ 合併別紙２５号

新木 大作台 ２０８８－５ 南新木二丁目 　９－　４ 合併別紙２６号

新木 大作台 ２０８８－６ 南新木二丁目 　９－　３ 合併別紙２５号

新木 大作台 ２０８８－７ 南新木二丁目 　９－　４ 合併別紙２６号

新木 大作台 ２０８９ 南新木二丁目 １３－　５

新木 大作台 ２０９０－１ 南新木二丁目 １０－　５ 分　割

南新木二丁目 １３－　７

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.   9

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 大作台 ２０９０－２ 南新木二丁目 １０－　６

新木 大作台 ２０９１ 南新木二丁目 １０－　９ 合併別紙２７号

新木 大作台 ２０９２ 南新木二丁目 　９－　７

新木 大作台 ２０９３－１ 南新木四丁目 ２５－　９

新木 大作台 ２０９３－２ 南新木二丁目 　９－１０

新木 大作台 ２０９３－３ 南新木二丁目 　９－　９

新木 大作台 ２０９４－１ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

新木 大作台 ２０９４－２ 南新木二丁目 　９－　５

新木 大作台 ２０９５ 南新木二丁目 　９－１１

新木 大作台 ２０９６ 南新木二丁目 　９－１２

新木 大作台 ２０９７－１ 南新木三丁目 １５－　２

新木 大作台 ２０９７－２ 南新木二丁目 　５－　１

新木 大作台 ２０９８ 南新木二丁目 　５－１４

新木 大作台 ２０９９ 南新木二丁目 　３－　６ 合併別紙１８号

新木 大作台 ２１００ 南新木二丁目 　３－　４ 分　割

南新木二丁目 　５－１３

新木 大作台 ２１０１ 南新木一丁目 　４－　６ 分　割

南新木二丁目 　４－　２

南新木二丁目 　５－　３

新木 大作台 ２１０２－１ 南新木二丁目 　５－１１

新木 大作台 ２１０２－２ 南新木二丁目 　４－　９ 合　併

新木 大作台 ２１０２－３

新木 大作台 ２１０３ 南新木二丁目 　５－　８

新木 大作台 ２１０４ 南新木二丁目 　５－　４

新木 大作台 ２１０５－１ 南新木二丁目 　５－　７

新木 大作台 ２１０５－２ 南新木二丁目 　７－　４ 合　併

新木 大作台 ２１０６－１

新木 大作台 ２１０６－２ 南新木二丁目 　７－　３

新木 大作台 ２１０７ 南新木二丁目 　５－　２

新木 大作台 ２１０８ 南新木二丁目 　６－　２

新木 大作台 ２１０９ 南新木二丁目 　７－　２ 合　併

新木 大作台 ２１１０

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  10

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 大作台 ２１１１ 南新木二丁目 　７－　１ 分　割

南新木二丁目 　８－　２

新木 大作台 ２１１２－１ 南新木二丁目 　６－　３ 分　割

南新木二丁目 　８－　１

南新木二丁目 　９－　６

新木 大作台 ２１１２－２ 南新木二丁目 　６－　５

新木 大作台 ２１１２－３ 南新木二丁目 　６－　４

新木 大作台 ２１１３－１ 南新木二丁目 　８－　９

新木 大作台 ２１１３－２ 南新木二丁目 １１－　３

新木 大作台 ２１１３－３ 南新木二丁目 １１－　１

新木 大作台 ２１１３－４ 南新木二丁目 １１－　２

新木 大作台 ２１１４－１ 南新木二丁目 　７－１１

新木 大作台 ２１１４－２ 南新木二丁目 　７－　６

新木 大作台 ２１１４－３ 南新木二丁目 　７－　７

新木 大作台 ２１１４－４ 南新木二丁目 　７－１０

新木 大作台 ２１１５－１ 南新木二丁目 　８－　５

新木 大作台 ２１１５－２ 南新木二丁目 １１－　８

新木 大作台 ２１１５－３ 南新木二丁目 １１－　７

新木 大作台 ２１１５－４ 南新木二丁目 １１－　６

新木 越後チリ ２１１６－１ 南新木二丁目 　８－　３

新木 越後チリ ２１１６－２ 南新木一丁目 ３４－２１

新木 越後チリ ２１１６－３ 南新木二丁目 　８－　４

新木 越後チリ ２１１６－４ 南新木二丁目 　８－　８

新木 越後チリ ２１１７ 南新木一丁目 ３３－　８

新木 越後チリ ２１１８－１ 南新木一丁目 ３５－１５

新木 越後チリ ２１１８－２ 南新木一丁目 ３５－１４ 合併別紙２８号

新木 越後チリ ２１１８－３ 南新木二丁目 １２－　５

新木 越後チリ ２１１８－４ 南新木一丁目 ３５－　２

新木 越後チリ ２１１８－５ 南新木二丁目 １２－　６ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－６

新木 越後チリ ２１１８－７ 南新木二丁目 １２－　７ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－８

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  11

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１１８－９ 南新木二丁目 １２－　８ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－１０

新木 越後チリ ２１１８－１１ 南新木二丁目 　８－　７

新木 越後チリ ２１１８－１２ 南新木一丁目 ３５－１４ 合併別紙２８号

新木 越後チリ ２１１９ 南新木一丁目 ３４－　１ 分　割

南新木二丁目 １２－　９

新木 越後チリ ２１２０ 南新木二丁目 １５－１１ 分　割

南新木二丁目 １６－　５

新木 越後チリ ２１２１ 南新木二丁目 １６－１３

新木 越後チリ ２１２２－１ 南新木二丁目 １１－　４

新木 越後チリ ２１２２－２ 南新木二丁目 １６－　３

新木 越後チリ ２１２３ 南新木二丁目 　９－　８ 分　割

南新木二丁目 １０－　８

新木 越後チリ ２１２４－１ 南新木二丁目 １１－１１

新木 越後チリ ２１２４－２ 南新木二丁目 １２－　２

新木 越後チリ ２１２４－３ 南新木二丁目 １２－１４

新木 越後チリ ２１２４－４ 南新木二丁目 １２－２８

新木 越後チリ ２１２５－１ 南新木二丁目 １５－　６

新木 越後チリ ２１２５－２ 南新木二丁目 １２－　４

新木 越後チリ ２１２５－３ 南新木二丁目 １５－　７

新木 越後チリ ２１２５－４ 南新木二丁目 １２－　３

新木 越後チリ ２１２５－５ 南新木二丁目 １５－　５

新木 越後チリ ２１２５－６ 南新木二丁目 １２－１２

新木 越後チリ ２１２５－７ 南新木二丁目 １５－１８

新木 越後チリ ２１２６－１ 南新木二丁目 １５－１４ 合併別紙２９号

新木 越後チリ ２１２６－２ 南新木一丁目 ２９－　２

新木 越後チリ ２１２６－３ 南新木二丁目 １５－　９ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－４

新木 越後チリ ２１２６－５ 南新木二丁目 １５－１０

新木 越後チリ ２１２６－６ 南新木二丁目 １５－１６

新木 越後チリ ２１２６－７ 南新木二丁目 １５－１７

新木 越後チリ ２１２６－８ 南新木二丁目 １５－１３

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  12

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１２６－１０ 南新木二丁目 １５－１４ 合併別紙２９号

新木 越後チリ ２１２６－１１ 南新木二丁目 １５－１５

新木 越後チリ ２１２６－１２ 南新木二丁目 １５－１２

新木 越後チリ ２１２６－１３ 南新木一丁目 ２９－２７ 合併別紙３０号

新木 越後チリ ２１２６－１４ 南新木一丁目 ２９－　１ 合併別紙３１号

新木 越後チリ ２１２６－１５ 南新木一丁目 ２９－　３

新木 越後チリ ２１２６－１６ 南新木一丁目 ２９－　１ 合併別紙３１号

新木 越後チリ ２１２６－１７

新木 越後チリ ２１２６－１８ 南新木一丁目 ２９－２６ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－１９

新木 越後チリ ２１２６－２０ 南新木二丁目 １５－１４ 合併別紙２９号

新木 越後チリ ２１２７ 南新木一丁目 ２８－　１ 分　割

南新木一丁目 ２９－２５

新木 越後チリ ２１２８－１ 南新木一丁目 ２８－２１

新木 越後チリ ２１２８－２ 南新木一丁目 ２５－　５

新木 越後チリ ２１２８－３ 南新木一丁目 ２５－　６

新木 越後チリ ２１２９－１ 南新木一丁目 ２５－　７

新木 越後チリ ２１２９－２ 南新木二丁目 １７－１３ 合併別紙３２号

新木 越後チリ ２１３０－１ 南新木一丁目 ２５－２４ 合　併

新木 越後チリ ２１３０－２

新木 越後チリ ２１３０－３

新木 越後チリ ２１３１－１ 南新木一丁目 ２５－２５ 合　併

新木 越後チリ ２１３１－２

新木 越後チリ ２１３２－１ 南新木一丁目 ２５－２８ 合併別紙３３号

新木 越後チリ ２１３２－２ 南新木一丁目 ２５－２６ 合併別紙３４号

新木 越後チリ ２１３３－１ 南新木一丁目 ２５－２８ 合併別紙３３号

新木 越後チリ ２１３３－３ 南新木一丁目 ２５－２６ 合併別紙３４号

新木 越後チリ ２１３３－４

新木 越後チリ ２１３３－５

新木 越後チリ ２１３３－６ 南新木一丁目 ２５－２８ 合併別紙３３号

新木 越後チリ ２１３３－７ 南新木一丁目 ２５－２６ 合併別紙３４号

新木 越後チリ ２１３３－８ 南新木一丁目 ２５－２７

新

12



旧・新 地 番 対 照 表

No.  13

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１３３－９ 南新木一丁目 ２５－２８ 合併別紙３３号

新木 越後チリ ２１３３－２－１ 南新木二丁目 １０－　９ 合併別紙２７号

新木 越後チリ ２１３４ 南新木一丁目 ２５－２８ 合併別紙３３号

新木 越後チリ ２１３５ 南新木一丁目 ２５－　４ 合併別紙３５号

新木 越後チリ ２１３６

新木 越後チリ ２１３７－１ 南新木一丁目 ２５－　３

新木 越後チリ ２１３７－２ 南新木一丁目 ２５－　２

新木 越後チリ ２１３８－１ 南新木一丁目 ２５－３２

新木 越後チリ ２１３８－２ 南新木二丁目 １７－２７

新木 越後チリ ２１３８－３ 南新木一丁目 ２５－２９

新木 越後チリ ２１３９－１ 南新木一丁目 ２５－３１

新木 越後チリ ２１３９－２ 南新木一丁目 ２５－３３

新木 越後チリ ２１３９－３ 南新木一丁目 ２５－３０

新木 越後チリ ２１４０ 南新木二丁目 １７－１６

新木 越後チリ ２１４１ 南新木二丁目 １７－１３ 合併別紙３２号

新木 越後チリ ２１４２－１ 南新木一丁目 ２５－　１ 合　併

新木 越後チリ ２１４２－２

新木 越後チリ ２１４４－１ 南新木一丁目 ３４－２８

新木 越後チリ ２１４４－２ 南新木二丁目 １７－１４

新木 越後チリ ２１４４－３ 南新木二丁目 １７－１５

新木 越後チリ ２１４５－１ 南新木二丁目 １７－１２ 合併別紙３６号

新木 越後チリ ２１４５－２ 南新木二丁目 １２－１５ 合併別紙３７号

新木 越後チリ ２１４５－３ 南新木一丁目 ２５－１３

新木 越後チリ ２１４５－４ 南新木一丁目 ２１－　９ 分　割

南新木一丁目 ２８－１２

新木 越後チリ ２１４６－１ 南新木二丁目 １７－２０

新木 越後チリ ２１４６－２ 南新木二丁目 １７－１２ 合併別紙３６号

新木 越後チリ ２１４７ 南新木二丁目 １７－２１

新木 越後チリ ２１４８ 南新木一丁目 ２５－　４ 合併別紙３５号

新木 越後チリ ２１４９ 南新木二丁目 １６－１４

新木 越後チリ ２１５０－１ 南新木二丁目 １７－　１ 合　併

新木 越後チリ ２１５０－２

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  14

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１５０－３

新木 越後チリ ２１５０－４ 南新木二丁目 １２－１８

新木 越後チリ ２１５１ 南新木二丁目 １７－　２ 分　割

南新木二丁目 １７－２８

新木 越後チリ ２１５２－１ 南新木一丁目 ３０－１３ 合併別紙３８号

新木 越後チリ ２１５２－２ 南新木二丁目 １２－１６

新木 越後チリ ２１５３－１ 南新木二丁目 １７－２２ 合併別紙３９号

新木 越後チリ ２１５３－２

新木 越後チリ ２１５３－３ 南新木二丁目 １７－２３ 合併別紙４０号

新木 越後チリ ２１５３－４

新木 越後チリ ２１５３－５ 南新木二丁目 １７－２４ 合併別紙４１号

新木 越後チリ ２１５３－６

新木 越後チリ ２１５３－７ 南新木二丁目 １７－２３ 合併別紙４０号

新木 越後チリ ２１５３－８

新木 越後チリ ２１５３－９ 南新木二丁目 １７－２４ 合併別紙４１号

新木 越後チリ ２１５３－１０

新木 越後チリ ２１５４－１ 南新木二丁目 １７－１８

新木 越後チリ ２１５４－２ 南新木二丁目 １７－２５

新木 越後チリ ２１５５－１ 南新木二丁目 １７－２２ 合併別紙３９号

新木 越後チリ ２１５５－２ 南新木二丁目 １７－２９

新木 越後チリ ２１５６－１ 南新木一丁目 ４０－　２ 分　割

南新木二丁目 　６－　１

南新木三丁目 １５－　３

新木 越後チリ ２１５６－２ 南新木二丁目 １３－１０

新木 越後チリ ２１５６－３ 南新木二丁目 １７－１１

新木 越後チリ ２１５７ 南新木二丁目 １５－１９ 合併別紙４２号

新木 越後チリ ２１５８ 南新木二丁目 １６－　１

新木 越後チリ ２１５９－１ 南新木四丁目 　３－１０ 合併別紙４３号

新木 越後チリ ２１５９－２ 南新木二丁目 １２－２０ 合併別紙４４号

新木 越後チリ ２１６０－１ 南新木四丁目 　３－１０ 合併別紙４３号

新木 越後チリ ２１６０－２ 南新木二丁目 １２－２０ 合併別紙４４号

新木 越後チリ ２１６０－３ 南新木四丁目 　３－１０ 合併別紙４３号

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  15

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１６０－４ 南新木二丁目 １２－２０ 合併別紙４４号

新木 越後チリ ２１６１－１ 南新木二丁目 １２－２２

新木 越後チリ ２１６１－２ 南新木二丁目 １５－　４ 合併別紙４５号

新木 越後チリ ２１６１－３

新木 越後チリ ２１６１－４ 南新木二丁目 １５－１９ 合併別紙４２号

新木 越後チリ ２１６１－５ 南新木二丁目 １２－２０ 合併別紙４４号

新木 越後チリ ２１６１－６ 南新木二丁目 １２－　１ 合　併

新木 越後チリ ２１６１－７

新木 越後チリ ２１６１－８

新木 越後チリ ２１６１－９ 南新木二丁目 １５－　４ 合併別紙４５号

新木 越後チリ ２１６２－１ 南新木二丁目 １０－　７

新木 越後チリ ２１６２－２ 南新木二丁目 １０－１１

新木 越後チリ ２１６２－３ 南新木二丁目 １０－１０

新木 越後チリ ２１６３－２ 南新木二丁目 １３－　９

新木 越後チリ ２１６５ 南新木二丁目 １３－１１

新木 越後チリ ２１６６ 南新木二丁目 １３－　６ 合併別紙４６号

新木 越後チリ ２１６７－１ 南新木二丁目 １２－２６

新木 越後チリ ２１６７－２ 南新木二丁目 １２－２４

新木 越後チリ ２１６８－１ 南新木二丁目 １３－　８ 分　割

南新木二丁目 １６－　２

新木 越後チリ ２１６８－２ 南新木二丁目 １７－１０

新木 越後チリ ２１６８－３ 南新木二丁目 １７－１３ 合併別紙３２号

新木 越後チリ ２１６８－４ 南新木二丁目 １６－１５ 合　併

新木 越後チリ ２１６８－５

新木 越後チリ ２１６９－１ 南新木二丁目 １７－２６

新木 越後チリ ２１６９－２ 南新木四丁目 　２－１３

新木 越後チリ ２１６９－３ 南新木二丁目 １８－　６

新木 越後チリ ２１６９－４ 南新木一丁目 １９－２０

新木 越後チリ ２１７０ 南新木二丁目 ２０－　３ 合併別紙４７号

新木 越後チリ ２１７１ 南新木二丁目 １０－　１ 合併別紙４８号

新木 越後チリ ２１７２

新木 越後チリ ２１７３－１ 南新木二丁目 １８－　５ 合併別紙４９号

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  16

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 越後チリ ２１７３－２

新木 越後チリ ２１７４－１ 南新木二丁目 １７－　７

新木 越後チリ ２１７４－２ 南新木二丁目 １７－　９

新木 越後チリ ２１７４－３ 南新木二丁目 １７－　６

新木 越後チリ ２１７４－４ 南新木二丁目 １７－　８

新木 越後チリ ２１７５ 南新木二丁目 １３－１２

新木 越後チリ ２１７６－１ 南新木二丁目 １５－　２

新木 越後チリ ２１７６－２ 南新木二丁目 １６－１６

新木 越後チリ ２１７６－４ 南新木二丁目 １５－　１

新木 越後チリ ２１７６－５ 南新木二丁目 １５－　３

新木 越後チリ ２１７７ 南新木二丁目 １３－　６ 合併別紙４６号

新木 越後チリ ２１７８ 南新木二丁目 １３－１６

新木 越後チリ ２１７９ 南新木二丁目 １３－１５

新木 越後チリ ２１８０ 南新木二丁目 ２０－　１

新木 越後チリ ２１８１ 南新木二丁目 ２０－　７

新木 越後チリ ２１８２ 南新木二丁目 ２０－　２

新木 越後チリ ２１８３－１ 南新木二丁目 １８－　５ 合併別紙４９号

新木 越後チリ ２１８３－２ 南新木二丁目 １８－　４

新木 越後チリ ２１８３－３ 南新木二丁目 １８－　２ 分　割

南新木二丁目 １８－　３

新木 越後チリ ２１８５－１ 南新木二丁目 １０－　１ 合併別紙４８号

新木 越後チリ ２１８５－２

新木 ビヤ田 ２３８６－１ 消　滅

新木 ビヤ田 ２３８６－２ 南新木二丁目 １０－　２

新木 ビヤ田 ２３８７－１ 南新木二丁目 １８－　１ 合　併

新木 ビヤ田 ２３８７－２

新木 ビヤ田 ２３８８ 南新木三丁目 １１－　４ 合併別紙５０号

新木 ビヤ田 ２３８９

新木 ビヤ田 ２３９０－２ 南新木三丁目 １３－　７

新木 ビヤ田 ２３９１－２ 南新木二丁目 １８－　７

新木 ビヤ田 ２３９２－１ 南新木三丁目 １３－　３

新木 ビヤ田 ２３９２－３ 南新木四丁目 　２－１１ 合　併

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  17

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 ビヤ田 ２３９２－４

新木 ビヤ田 ２３９３－１ 南新木三丁目 １１－　４ 合併別紙５０号

新木 ビヤ田 ２３９３－２

新木 ビヤ田 ２３９４ 南新木二丁目 １０－　３

新木 ビヤ田 ２３９５ 南新木二丁目 ２０－　３ 合併別紙４７号

新木 ビヤ田 ２３９６ 南新木三丁目 １１－　４ 合併別紙５０号

新木 ビヤ田 ２３９７－１ 南新木三丁目 １４－１１ 分　割

南新木四丁目 ２３－１０

新木 ビヤ田 ２３９７－２ 南新木三丁目 　９－１５

新木 ビヤ田 ２３９７－３ 南新木四丁目 　７－　３

新木 ビヤ田 ２３９７－４ 南新木四丁目 　１－１９

新木 ビヤ田 ２３９７－５ 南新木三丁目 　８－１１

新木 ビヤ田 ２３９７－６ 南新木三丁目 １４－１０

新木 ビヤ田 ２３９８－１ 南新木三丁目 　９－１３

新木 ビヤ田 ２３９８－２ 南新木四丁目 　４－１１

新木 ビヤ田 ２３９８－３ 南新木三丁目 　９－　５ 合併別紙５１号

新木 ビヤ田 ２３９８－４ 南新木四丁目 　３－　７ 合併別紙５２号

新木 ビヤ田 ２３９８－５ 南新木四丁目 　４－　９ 合併別紙５３号

新木 ビヤ田 ２３９８－６ 南新木三丁目 　９－１２ 合併別紙５４号

新木 ビヤ田 ２３９８－７ 南新木三丁目 　９－１４ 合併別紙５５号

新木 ビヤ田 ２３９８－８ 南新木三丁目 　９－１２ 合併別紙５４号

新木 ビヤ田 ２３９９－１ 南新木三丁目 １１－　１

新木 ビヤ田 ２３９９－２ 南新木一丁目 　４－　８ 分　割

南新木二丁目 　７－　８

新木 ビヤ田 ２３９９－３ 南新木三丁目 １１－　６

新木 ビヤ田 ２３９９－４ 南新木二丁目 　７－　９ 合併別紙５６号

新木 ビヤ田 ２３９９－６ 南新木四丁目 　４－　８

新木 ビヤ田 ２３９９－９ 南新木三丁目 　９－１０ 合　併

新木 ビヤ田 ２３９９－１０

新木 ビヤ田 ２４００ 南新木三丁目 １０－　７

新木 ビヤ田 ２４０１ 南新木三丁目 １０－　６

新木 ビヤ田 ２４０２－１ 南新木三丁目 １０－１１

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  18

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 ビヤ田 ２４０２－２ 南新木三丁目 　９－　９

新木 ビヤ田 ２４０２－３ 南新木三丁目 　９－　１

新木 ビヤ田 ２４０２－５ 南新木三丁目 １０－　８

新木 ビヤ田 ２４０２－６ 南新木三丁目 １０－　９

新木 ビヤ田 ２４０２－７ 南新木三丁目 　６－　２

新木 ビヤ田 ２４０２－８ 南新木三丁目 １０－１０

新木 ビヤ田 ２４０３－１ 南新木三丁目 　９－　５ 合併別紙５１号

新木 ビヤ田 ２４０３－２

新木 ビヤ田 ２４０３－４ 南新木四丁目 　４－　９ 合併別紙５３号

新木 ビヤ田 ２４０３－５ 南新木三丁目 　９－１４ 合併別紙５５号

新木 ビヤ田 ２４０４

新木 ビヤ田 ２４０５－１ 南新木四丁目 　３－　７ 合併別紙５２号

新木 ビヤ田 ２４０５－２ 南新木四丁目 　２－１５

新木 ビヤ田 ２４０６ 南新木三丁目 １４－　９

新木 ビヤ田 ２４０７ 南新木三丁目 １３－　２ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０８－１

新木 ビヤ田 ２４０８－２

新木 ビヤ田 ２４０９－２ 南新木三丁目 １３－　１ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１０－２

新木 ビヤ田 ２４１１

新木 ビヤ田 ２４１２－１ 南新木三丁目 １４－　８

新木 ビヤ田 ２４１２－２ 南新木四丁目 　４－１３

新木 ビヤ田 ２４１３ 南新木三丁目 １４－　７

新木 ビヤ田 ２４１４－１ 南新木三丁目 １４－１２ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１４－２

新木 ビヤ田 ２４１５－２

新木 ビヤ田 ２４１６－２ 南新木三丁目 １４－１３

新木 ビヤ田 ２４１６－４ 南新木三丁目 １４－１４

新木 ビヤ田 ２４１７－２ 南新木三丁目 １８－　７

新木 ビヤ田 ２４１７－４ 南新木三丁目 １４－１６ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１７－５

新木 ビヤ田 ２４１７－６

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  19

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 ビヤ田 ２４１７－７

新木 ビヤ田 ２４１７－８

新木 ビヤ田 ２４１９－１ 南新木三丁目 １６－１２

新木 ビヤ田 ２４１９－３ 南新木三丁目 １６－１１

新木 ビヤ田 ２４２０－１ 南新木三丁目 １６－　３

新木 ビヤ田 ２４２０－２ 南新木三丁目 １６－１０

新木 ビヤ田 ２４２０－３ 南新木三丁目 １６－　９

新木 ビヤ田 ２４２０－４ 南新木三丁目 １６－　７

新木 ビヤ田 ２４２０－５ 南新木一丁目 ３８－　８

新木 ビヤ田 ２４２０－６ 南新木三丁目 １６－　６

新木 ビヤ田 ２４２０－７ 南新木三丁目 １６－　５

新木 ビヤ田 ２４２０－８ 南新木一丁目 ３５－１１

新木 ビヤ田 ２４２０－９ 南新木三丁目 　６－１０

新木 ビヤ田 ２４２０－１０ 南新木一丁目 ３４－　３

新木 ビヤ田 ２４２０－１１ 南新木三丁目 １６－　８

新木 ビヤ田 ２４２０－１２ 南新木三丁目 １６－１５

新木 ビヤ田 ２４２０－１３ 南新木二丁目 　７－　９ 合併別紙５６号

新木 ビヤ田 ２４２１－１ 南新木三丁目 １４－　５

新木 ビヤ田 ２４２１－２ 南新木四丁目 　６－１４

新木 ビヤ田 ２４２１－３ 南新木三丁目 １６－２０

新木 ビヤ田 ２４２１－７ 南新木三丁目 １６－２１

新木 ビヤ田 ２４２１－８ 南新木四丁目 　６－１２

新木 ビヤ田 ２４２１－９ 南新木四丁目 　６－１１

新木 ビヤ田 ２４２１－１０ 南新木三丁目 １６－　１

新木 ビヤ田 ２４２１－１１ 南新木三丁目 １６－　２

新木 ビヤ田 ２４２２－１ 南新木三丁目 １４－　６

新木 ビヤ田 ２４２２－２ 南新木三丁目 １６－１４

新木 ビヤ田 ２４２２－３ 南新木三丁目 １６－１６

新木 ビヤ田 ２４２３ 南新木三丁目 １４－１８

新木 ビヤ田 ２４２４－２ 南新木三丁目 １４－１９

新木 ビヤ田 ２４２４－３ 南新木三丁目 １４－１７

新木 羽黒 ２４２６－１ 南新木三丁目 １４－２０

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  20

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４２７ 南新木三丁目 １４－　４

新木 羽黒 ２４２８－１ 南新木四丁目 　６－　５

新木 羽黒 ２４２８－２ 南新木四丁目 　６－１０

新木 羽黒 ２４２８－３ 南新木四丁目 　５－　９

新木 羽黒 ２４２８－４ 南新木四丁目 　６－　９

新木 羽黒 ２４２８－５ 南新木四丁目 　６－　７

新木 羽黒 ２４２８－６ 南新木四丁目 　６－　６

新木 羽黒 ２４２８－７ 南新木四丁目 　６－　３

新木 羽黒 ２４２８－８ 南新木四丁目 　６－　４

新木 羽黒 ２４２９ 南新木三丁目 １５－　１ 分　割

南新木四丁目 　７－　４

南新木四丁目 　７－　５

新木 羽黒 ２４３０－１ 南新木三丁目 １４－　３

新木 羽黒 ２４３０－２ 南新木三丁目 １４－　２

新木 羽黒 ２４３１－２ 南新木四丁目 １１－１２ 合併別紙５７号

新木 羽黒 ２４３２－１ 南新木四丁目 １１－１３ 合併別紙５８号

新木 羽黒 ２４３２－２ 南新木三丁目 １４－２１ 合併別紙５９号

新木 羽黒 ２４３２－３ 南新木四丁目 　４－１４ 合併別紙６０号

新木 羽黒 ２４３２－４ 南新木四丁目 　４－１６ 合併別紙６１号

新木 羽黒 ２４３２－５ 南新木四丁目 １１－　９ 合併別紙６２号

新木 羽黒 ２４３２－６ 南新木四丁目 　４－１７ 合併別紙６３号

新木 羽黒 ２４３３－１ 南新木四丁目 １１－１３ 合併別紙５８号

新木 羽黒 ２４３３－２ 南新木三丁目 １４－２１ 合併別紙５９号

新木 羽黒 ２４３３－３ 南新木四丁目 　４－１４ 合併別紙６０号

新木 羽黒 ２４３３－４ 南新木四丁目 　４－１６ 合併別紙６１号

新木 羽黒 ２４３３－５ 南新木四丁目 １１－　９ 合併別紙６２号

新木 羽黒 ２４３３－６ 南新木四丁目 　４－１７ 合併別紙６３号

新木 羽黒 ２４３４－１ 南新木四丁目 １１－１２ 合併別紙５７号

新木 羽黒 ２４３４－２ 南新木四丁目 　４－２０

新木 羽黒 ２４３４－３ 南新木四丁目 １１－　８

新木 羽黒 ２４３４－４ 南新木四丁目 　４－１８

新木 羽黒 ２４３４－５ 南新木三丁目 １４－　１

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  21

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４３４－６ 南新木四丁目 １１－１１ 合併別紙６４号

新木 羽黒 ２４３５－１ 南新木四丁目 １１－　６ 分　割

南新木四丁目 ２１－　４

新木 羽黒 ２４３５－２ 南新木四丁目 １１－１１ 合併別紙６４号

新木 羽黒 ２４３５－３

新木 羽黒 ２４３６－２ 南新木四丁目 １１－１５

新木 羽黒 ２４３６－３ 南新木四丁目 １２－１３ 合併別紙６５号

新木 羽黒 ２４３６－６ 南新木四丁目 １１－１４

新木 羽黒 ２４３７－１ 南新木四丁目 １１－１６

新木 羽黒 ２４３８ 南新木四丁目 １１－　４

新木 羽黒 ２４３９ 南新木四丁目 １１－　２

新木 羽黒 ２４４０－１ 南新木四丁目 １１－２１ 合併別紙６６号

新木 羽黒 ２４４０－２ 南新木四丁目 　４－２１

新木 羽黒 ２４４０－３ 南新木四丁目 １１－２１ 合併別紙６６号

新木 羽黒 ２４４５－１ 南新木四丁目 １１－２３

新木 羽黒 ２４４５－３ 南新木四丁目 １１－２２

新木 羽黒 ２４４６ 南新木四丁目 １２－　９

新木 羽黒 ２４４７ 南新木四丁目 １２－１０ 合併別紙６７号

新木 羽黒 ２４４８－２

新木 羽黒 ２４４８－３

新木 羽黒 ２４４９－１ 南新木四丁目 １２－１２

新木 羽黒 ２４４９－２ 南新木四丁目 １２－　２ 合併別紙６８号

新木 羽黒 ２４４９－３ 南新木四丁目 １２－　３

新木 羽黒 ２４４９－４ 南新木四丁目 １２－１１

新木 羽黒 ２４５４－１ 消　滅

新木 羽黒 ２４５４－２ 南新木四丁目 １７－１０

新木 羽黒 ２４５４－３ 南新木四丁目 １２－１３ 合併別紙６５号

新木 羽黒 ２４５４－４ 消　滅

新木 羽黒 ２４５４－５ 消　滅

新木 羽黒 ２４５５ 南新木四丁目 １７－　９

新木 羽黒 ２４５６ 南新木四丁目 １７－　４ 合併別紙６９号

新木 羽黒 ２４５７－１ 南新木四丁目 １６－　９

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  22

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４５７－２ 消　滅

新木 羽黒 ２４５８－１ 南新木四丁目 １７－　６

新木 羽黒 ２４５８－２ 南新木四丁目 １６－　８ 合併別紙７０号

新木 羽黒 ２４５８－３ 消　滅

新木 羽黒 ２４５９－１ 南新木四丁目 １２－　１

新木 羽黒 ２４５９－２ 南新木四丁目 １６－　８ 合併別紙７０号

新木 羽黒 ２４５９－３ 南新木四丁目 １５－　５

新木 羽黒 ２４５９－４ 南新木四丁目 １５－　６

新木 羽黒 ２４５９－５ 南新木四丁目 １２－　２ 合併別紙６８号

新木 羽黒 ２４５９－６ 南新木四丁目 ２１－　８ 合併別紙７１号

新木 羽黒 ２４５９－７ 南新木四丁目 １５－　７

新木 羽黒 ２４５９－８ 南新木四丁目 １７－　７

新木 羽黒 ２４６０－１ 南新木四丁目 １６－　８ 合併別紙７０号

新木 羽黒 ２４６０－２ 南新木四丁目 　２－２０

新木 羽黒 ２４６０－３ 南新木四丁目 １７－　３ 合併別紙７２号

新木 羽黒 ２４６０－４ 南新木四丁目 １６－　６ 合併別紙７３号

新木 羽黒 ２４６０－５ 南新木四丁目 １６－　８ 合併別紙７０号

新木 羽黒 ２４６０－６

新木 羽黒 ２４６１ 南新木四丁目 １７－　２ 分　割

南新木四丁目 １８－　８

新木 羽黒 ２４６２ 南新木四丁目 １７－　４ 合併別紙６９号

新木 羽黒 ２４６３ 消　滅

新木 羽黒 ２４６４－１ 南新木四丁目 　３－２１

新木 羽黒 ２４６４－２ 消　滅

新木 羽黒 ２４６５ 消　滅

新木 羽黒 ２４６６－１ 南新木四丁目 １８－　１ 合併別紙７４号

新木 羽黒 ２４６６－２ 消　滅

新木 羽黒 ２４６６－３ 南新木四丁目 １８－　１ 合併別紙７４号

新木 羽黒 ２４６６－４ 消　滅

新木 羽黒 ２４６６－５ 南新木四丁目 １８－　１ 合併別紙７４号

新木 羽黒 ２４６７－１

新木 羽黒 ２４６７－２ 消　滅

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  23

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４６８－１ 南新木四丁目 　３－１６

新木 羽黒 ２４６８－２ 南新木四丁目 ２０－　２

新木 羽黒 ２４６８－３ 南新木四丁目 １８－　２

新木 羽黒 ２４６８－４ 南新木四丁目 　４－２４

新木 羽黒 ２４６９－１ 南新木四丁目 ２１－　５ 分　割

南新木四丁目 ２１－　６

新木 羽黒 ２４６９－２ 南新木四丁目 ２１－　３ 合併別紙７５号

新木 羽黒 ２４７０－１ 南新木四丁目 ２１－　１ 分　割

南新木四丁目 ２１－　２

新木 羽黒 ２４７０－２ 南新木四丁目 ２１－　３ 合併別紙７５号

新木 羽黒 ２４７１－１ 南新木四丁目 ２０－１２

新木 羽黒 ２４７１－２ 南新木四丁目 ２０－１１

新木 羽黒 ２４７１－３ 南新木四丁目 ２０－　４

新木 羽黒 ２４７１－４ 南新木四丁目 ２０－　３

新木 羽黒 ２４７１－５ 南新木四丁目 ２０－　１

新木 羽黒 ２４７２－１ 南新木四丁目 １８－　７

新木 羽黒 ２４７２－２ 南新木四丁目 ２０－　５ 合併別紙７６号

新木 羽黒 ２４７２－３ 南新木四丁目 ２０－　８

新木 羽黒 ２４７２－４ 南新木二丁目 ２１－　３ 分　割

南新木四丁目 　９－　３

南新木四丁目 ２０－　７

南新木四丁目 ２２－　８

新木 羽黒 ２４７２－５ 南新木四丁目 １７－　３ 合併別紙７２号

新木 羽黒 ２４７２－６ 南新木四丁目 　３－１７

新木 羽黒 ２４７２－７ 南新木四丁目 ２０－１０

新木 羽黒 ２４７２－８ 南新木四丁目 　３－１９

新木 羽黒 ２４７３－１ 南新木四丁目 ２０－　５ 合併別紙７６号

新木 羽黒 ２４７３－２ 南新木四丁目 　２－１９ 合　併

新木 羽黒 ２４７３－３

新木 羽黒 ２４７３－４ 南新木四丁目 １６－　１

新木 羽黒 ２４７３－５ 南新木四丁目 １６－　２

新木 羽黒 ２４７４ 南新木四丁目 １４－１０ 分　割

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  24

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

南新木四丁目 １５－　３

新木 羽黒 ２４７５ 南新木四丁目 １５－　１

新木 羽黒 ２４７６ 南新木四丁目 １４－　１

新木 羽黒 ２４７７ 南新木四丁目 １１－　５ 分　割

南新木四丁目 ２１－　７

新木 羽黒 ２４７８－１ 南新木四丁目 ２１－　８ 合併別紙７１号

新木 羽黒 ２４７８－２

新木 羽黒 ２４７８－３ 南新木四丁目 ２３－１２ 合併別紙７７号

新木 羽黒 ２４７９－１ 南新木四丁目 ２３－　４

新木 羽黒 ２４７９－４ 南新木四丁目 　３－１４

新木 羽黒 ２４７９－５ 南新木四丁目 　３－１２

新木 羽黒 ２４７９－６ 南新木四丁目 ２３－１２ 合併別紙７７号

新木 羽黒 ２４７９－８

新木 羽黒 ２４７９－９

新木 羽黒 ２４７９－１０ 南新木四丁目 ２３－　３ 合　併

新木 羽黒 ２４７９－１１

新木 羽黒 ２４７９－１２ 南新木四丁目 　３－１１

新木 羽黒 ２４８０ 南新木四丁目 ２２－　２

新木 羽黒 ２４８１－１ 南新木四丁目 ２３－　５ 合併別紙７８号

新木 羽黒 ２４８１－２ 南新木四丁目 ２３－　１

新木 羽黒 ２４８２ 南新木四丁目 ２２－　７ 合併別紙７９号

新木 羽黒 ２４８３ 南新木四丁目 ２３－　５ 合併別紙７８号

新木 羽黒 ２４８４ 南新木四丁目 ２３－　６

新木 羽黒 ２４８５ 南新木四丁目 １５－２０ 分　割

南新木四丁目 ２３－　２

新木 羽黒 ２４８６ 南新木四丁目 ２２－１３ 分　割

南新木四丁目 ２３－１１

新木 羽黒 ２４８７ 南新木四丁目 ２２－　３

新木 羽黒 ２４８８ 南新木四丁目 ２２－　１

新木 羽黒 ２４８９－１ 南新木四丁目 ２２－１２ 合併別紙８０号

新木 羽黒 ２４８９－２ 南新木四丁目 ２２－１１

新木 羽黒 ２４８９－３ 南新木四丁目 ２２－１２ 合併別紙８０号

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  25

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４９０ 南新木三丁目 　７－１２ 分　割

南新木四丁目 １４－　２

新木 羽黒 ２４９１－１ 南新木四丁目 １４－　９ 合併別紙８１号

新木 羽黒 ２４９１－２ 南新木四丁目 １４－　４ 合併別紙８２号

新木 羽黒 ２４９２－１ 南新木四丁目 　７－１０ 分　割

南新木四丁目 １４－　５

新木 羽黒 ２４９２－２ 南新木四丁目 １５－１９ 分　割

南新木四丁目 １７－　８

新木 羽黒 ２４９３ 南新木四丁目 １５－　４

新木 羽黒 ２４９４ 南新木四丁目 １６－　６ 合併別紙７３号

新木 羽黒 ２４９５－１ 南新木四丁目 １２－　７

新木 羽黒 ２４９５－２ 南新木四丁目 １５－　２

新木 羽黒 ２４９５－３ 南新木四丁目 １８－　４ 合併別紙８３号

新木 羽黒 ２４９５－４

新木 羽黒 ２４９５－５ 南新木四丁目 １８－　５ 合併別紙８４号

新木 羽黒 ２４９５－６ 南新木四丁目 １５－１８

新木 羽黒 ２４９５－７ 南新木四丁目 １８－　４ 合併別紙８３号

新木 羽黒 ２４９５－８ 南新木四丁目 １８－　５ 合併別紙８４号

新木 羽黒 ２４９５－９ 南新木四丁目 １５－１７

新木 羽黒 ２４９５－１０ 南新木四丁目 １２－　６

新木 羽黒 ２４９６－２ 南新木四丁目 　４－２３ 合併別紙８５号

新木 羽黒 ２４９６－３ 南新木四丁目 １２－　８ 合併別紙８６号

新木 羽黒 ２４９６－４ 南新木四丁目 １４－　６ 合併別紙８７号

新木 羽黒 ２４９６－６ 南新木四丁目 １４－　７

新木 羽黒 ２４９６－７ 南新木四丁目 １５－　８ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－８

新木 羽黒 ２４９６－９ 南新木四丁目 １２－　８ 合併別紙８６号

新木 羽黒 ２４９６－１０ 南新木四丁目 １１－　１ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－１１

新木 羽黒 ２４９６－１２ 南新木四丁目 １８－　４ 合併別紙８３号

新木 羽黒 ２４９６－１３ 南新木四丁目 １８－　５ 合併別紙８４号

新木 羽黒 ２４９６－１４ 南新木四丁目 　４－２３ 合併別紙８５号

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  26

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２４９７－１ 南新木四丁目 １４－　９ 合併別紙８１号

新木 羽黒 ２４９７－２ 南新木四丁目 １４－　４ 合併別紙８２号

新木 羽黒 ２４９８－２ 南新木四丁目 １２－　４

新木 羽黒 ２４９８－３ 南新木四丁目 １２－　８ 合併別紙８６号

新木 羽黒 ２４９８－４ 南新木四丁目 １４－　６ 合併別紙８７号

新木 羽黒 ２４９９－１ 南新木四丁目 　９－１１

新木 羽黒 ２４９９－２ 南新木四丁目 　８－　６ 合併別紙８８号

新木 羽黒 ２４９９－３ 南新木四丁目 　８－　１

新木 羽黒 ２４９９－４ 南新木四丁目 　９－　８

新木 羽黒 ２４９９－５ 南新木四丁目 　８－　５

新木 羽黒 ２４９９－６ 南新木四丁目 　８－　３

新木 羽黒 ２４９９－７ 南新木四丁目 　８－　４

新木 羽黒 ２４９９－８ 南新木四丁目 　８－　８

新木 羽黒 ２４９９－９ 南新木四丁目 １０－　７

新木 羽黒 ２４９９－１０ 南新木四丁目 　９－　６

新木 羽黒 ２４９９－１１ 南新木一丁目 ２８－１８ 合併別紙８９号

新木 羽黒 ２４９９－１２ 南新木四丁目 　９－１３

新木 羽黒 ２４９９－１３ 南新木四丁目 　９－１２

新木 羽黒 ２４９９－１４ 南新木四丁目 　８－１０

新木 羽黒 ２４９９－１５ 南新木四丁目 　８－　９

新木 羽黒 ２４９９－１６ 南新木四丁目 　９－　５

新木 羽黒 ２５００ 南新木四丁目 １１－　３

新木 羽黒 ２５０１ 南新木四丁目 　９－　７

新木 羽黒 ２５０３－１ 南新木四丁目 　９－１４

新木 羽黒 ２５０３－２ 南新木四丁目 １４－　３

新木 羽黒 ２５０３－３ 南新木四丁目 　９－　４

新木 羽黒 ２５０３－４ 南新木四丁目 ２２－１０

新木 羽黒 ２５０３－５ 南新木四丁目 ２２－　４

新木 羽黒 ２５０４－１ 南新木四丁目 ２３－　７ 分　割

南新木四丁目 ２４－　７

新木 羽黒 ２５０４－２ 南新木四丁目 　５－　１ 分　割

南新木四丁目 ２３－　８

新

26



旧・新 地 番 対 照 表

No.  27

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２５０５ 南新木四丁目 　５－１０

新木 羽黒 ２５０６ 南新木四丁目 ２２－　５

新木 羽黒 ２５０７－１ 南新木四丁目 ２２－　７ 合併別紙７９号

新木 羽黒 ２５０７－２ 南新木四丁目 　９－　２ 分　割

南新木四丁目 ２２－　６

新木 羽黒 ２５０８－１ 南新木四丁目 ２２－　９

新木 羽黒 ２５０８－２ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

新木 羽黒 ２５０９ 南新木四丁目 　９－　１

新木 羽黒 ２５１０－１ 南新木一丁目 ２８－１３ 合　併

新木 羽黒 ２５１０－２

新木 羽黒 ２５１２ 南新木四丁目 　８－　７ 分　割

南新木四丁目 １１－　７

新木 羽黒 ２５１３ 南新木四丁目 　８－　６ 合併別紙８８号

新木 羽黒 ２５１４－１ 南新木四丁目 　７－　７

新木 羽黒 ２５１４－２ 南新木四丁目 １７－　５

新木 羽黒 ２５１４－３ 南新木四丁目 　７－　６

新木 羽黒 ２５１５ 南新木四丁目 １１－１０

新木 羽黒 ２５１６－１ 南新木四丁目 　６－１６ 分　割

南新木四丁目 　７－　１

新木 羽黒 ２５１６－２ 南新木四丁目 　６－１５

新木 羽黒 ２５１７－１ 南新木四丁目 　６－　１ 合　併

新木 羽黒 ２５１７－２

新木 羽黒 ２５１８

新木 羽黒 ２５１９－１ 南新木四丁目 　５－　４ 合併別紙９０号

新木 羽黒 ２５１９－２ 南新木四丁目 　４－　７

新木 羽黒 ２５１９－３ 南新木四丁目 　４－　６ 合併別紙９１号

新木 羽黒 ２５１９－４ 南新木四丁目 　５－　３ 合併別紙９２号

新木 羽黒 ２５１９－５ 南新木四丁目 　５－　４ 合併別紙９０号

新木 羽黒 ２５１９－６ 南新木四丁目 　５－　３ 合併別紙９２号

新木 羽黒 ２５１９－７ 南新木四丁目 　４－　６ 合併別紙９１号

新木 羽黒 ２５２０－１ 南新木四丁目 　４－　５

新木 羽黒 ２５２０－２ 南新木四丁目 　４－　２

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  28

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 セイシ前 ２５２１ 南新木三丁目 １８－　１ 分　割

南新木四丁目 　３－　６

新木 セイシ前 ２５２２ 南新木四丁目 　３－　５ 合併別紙９３号

新木 セイシ前 ２５２３

新木 セイシ前 ２５２４ 南新木四丁目 　３－　３ 合　併

新木 セイシ前 ２５２５

新木 セイシ前 ２５２６ 南新木四丁目 　２－　１ 分　割

南新木四丁目 　３－　１

新木 セイシ前 ２５２７ 南新木四丁目 　３－　５ 合併別紙９３号

新木 セイシ前 ２５２８ 南新木四丁目 ２７－　５

新木 セイシ前 ２５２９ 南新木四丁目 　４－　１

新木 セイシ前 ２５３０ 南新木四丁目 　３－　４ 分　割

南新木四丁目 ２５－　５

新木 セイシ前 ２５３１－１ 南新木四丁目 ２５－　３

新木 セイシ前 ２５３１－２ 南新木四丁目 ２５－　６

新木 セイシ前 ２５３２ 南新木四丁目 ２４－　５

新木 セイシ前 ２５３３ 南新木四丁目 ２５－　７

新木 セイシ前 ２５３４－１ 南新木四丁目 ２５－　２ 合　併

新木 セイシ前 ２５３４－２

新木 セイシ前 ２５３５－１ 南新木四丁目 ２７－　９

新木 セイシ前 ２５３５－２ 南新木四丁目 ２６－　９

新木 セイシ前 ２５３６ 南新木四丁目 ２６－　４ 分　割

南新木四丁目 ２６－　５

南新木四丁目 ２６－　６

南新木四丁目 ２６－　７

新木 セイシ前 ２５３７ 南新木四丁目 ２４－　６ 分　割

南新木四丁目 ２６－　８

新木 セイシ前 ２５３８ 南新木四丁目 　３－　２ 合併別紙９４号

新木 セイシ前 ２５３９－１ 南新木四丁目 ２７－　４

新木 セイシ前 ２５４０ 南新木四丁目 ２７－　３

新木 セイシ前 ２５４１－１ 南新木四丁目 　１－　３ 合併別紙１号

新木 セイシ前 ２５４１－３ 南新木四丁目 　１－２０

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  29

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 セイシ前 ２５４２－２ 南新木四丁目 １２－１０ 合併別紙６７号

新木 セイシ前 ２５４３－２ 南新木四丁目 　３－　２ 合併別紙９４号

新木 セイシ前 ２５４３－３

新木 セイシ前 ２５５３－３ 南新木四丁目 ２５－　４

新木 セイシ前 ２５６１－１ 南新木四丁目 ２７－　２ 分　割

南新木四丁目 ２８－　１

新木 セイシ前 ２５６２ 南新木四丁目 ２６－　３

新木 セイシ前 ２５６３－１ 南新木四丁目 ２７－　１

新木 セイシ前 ２５６３－２ 南新木四丁目 ２６－　１

新木 セイシ前 ２５６４－１ 南新木四丁目 ２６－１０

新木 セイシ前 ２５６４－２ 南新木四丁目 ２６－１１

新木 セイシ前 ２５６４－３ 南新木四丁目 ２５－　１

新木 セイシ前 ２５６４－４ 南新木四丁目 ２５－１０ 合併別紙９５号

新木 セイシ前 ２５６４－５ 南新木四丁目 ２５－１２

新木 セイシ前 ２５６４－６ 南新木四丁目 ２５－１１

新木 セイシ前 ２５６４－７ 消　滅

新木 セイシ前 ２５６４－８ 消　滅

新木 セイシ前 ２５６４－９ 南新木四丁目 ２５－　８

新木 セイシ前 ２５６４－１０ 南新木四丁目 ２５－１０ 合併別紙９５号

新木 セイシ前 ２５６５－１ 南新木四丁目 ２４－　１

新木 セイシ前 ２５６５－２ 南新木四丁目 ２４－　３

新木 セイシ前 ２５６５－３ 南新木四丁目 ２４－　４

新木 セイシ前 ２５６５－４ 南新木四丁目 ２４－１１

新木 セイシ前 ２５６５－５ 南新木四丁目 ２４－１２

新木 セイシ前 ２５６５－６ 南新木四丁目 ２４－　８

新木 セイシ前 ２５６５－７ 南新木四丁目 ２４－　２

布佐 北大作 ８６７－１ 南新木一丁目 １０－　１ 合併別紙９６号

布佐 北大作 ８６８－１ 南新木一丁目 　８－　１ 合併別紙９７号

布佐 北大作 ８６８－４ 南新木一丁目 　７－　４

布佐 北大作 ８６８－７ 南新木一丁目 　８－　３

布佐 北大作 ８６８－８ 南新木一丁目 　７－　３

布佐 北大作 ８７０ 南新木一丁目 　９－　７ 合　併

新
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  30

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 北大作 ８７１

布佐 北大作 ８７２－１ 南新木一丁目 　７－　１ 合　併

布佐 北大作 ８７３－１

布佐 北大作 ８７４ 南新木一丁目 ３３－１０

布佐 北大作 ８７５－１ 南新木一丁目 　４－　３

布佐 北大作 ８７６－１ 南新木一丁目 　３－　３ 分　割

南新木一丁目 　４－　１

布佐 北大作 ８７６－２ 南新木一丁目 　４－　２

布佐 北大作 ８７６－３ 南新木一丁目 　６－　１ 分　割

南新木一丁目 　８－　２

布佐 北大作 ８７６－４ 南新木一丁目 ４１－　５ 合併別紙９８号

布佐 北大作 ８７６－５ 南新木一丁目 　３－　４

布佐 北大作 ８７６－６ 南新木一丁目 ４１－　５ 合併別紙９８号

布佐 北大作 ８７６－７ 南新木一丁目 　３－　５

布佐 北大作 ８７７ 南新木一丁目 ３３－　９

布佐 北大作 ８７９ 南新木一丁目 　６－　２

布佐 北大作 ８８０－１ 南新木一丁目 ３７－　８

布佐 北大作 ８８０－２ 南新木一丁目 ３７－　７

布佐 北大作 ８８０－３ 南新木一丁目 ３７－　６

布佐 北大作 ８８０－４ 南新木一丁目 ３７－　５

布佐 北大作 ８８１ 南新木一丁目 　６－　３ 分　割

南新木一丁目 　７－　５

布佐 北大作 ８８２－１ 南新木一丁目 １５－　１ 合併別紙９９号

布佐 北大作 ８８２－２ 南新木一丁目 　６－　４

布佐 北大作 ８８２－３ 南新木一丁目 　９－　９ 合併別紙１００号

布佐 北大作 ８８２－４ 南新木一丁目 　８－　５

布佐 北大作 ８８２－５ 南新木一丁目 　８－　４

布佐 北大作 ８８２－６ 南新木一丁目 １０－　７ 合併別紙１０１号

布佐 北大作 ８８２－７ 南新木一丁目 　６－　５

布佐 北大作 ８８２－８ 南新木一丁目 １７－１８

布佐 北大作 ８８２－９ 南新木一丁目 １０－　８ 合併別紙１０２号

布佐 北大作 ８８２－１０ 南新木一丁目 　９－　９ 合併別紙１００号
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  31

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 北大作 ８８２－１１ 南新木一丁目 １０－　８ 合併別紙１０２号

布佐 北大作 ８８２－１２ 南新木一丁目 １０－　７ 合併別紙１０１号

布佐 北大作 ８８２－１３ 南新木一丁目 　６－　９ 合併別紙１０３号

布佐 北大作 ８８２－１４ 南新木一丁目 １４－１０

布佐 北大作 ８８２－１５ 南新木一丁目 １０－　６

布佐 北大作 ８８２－１６ 南新木一丁目 １４－　９

布佐 北大作 ８８２－１７ 南新木一丁目 １４－　１

布佐 北大作 ８８３－１ 南新木一丁目 　８－　１ 合併別紙９７号

布佐 北大作 ８８４－１ 南新木一丁目 　９－　３ 分　割

南新木一丁目 　９－　５

布佐 北大作 ８８４－２ 南新木一丁目 　９－　１ 分　割

南新木一丁目 　９－　２

布佐 北大作 ８８５－１ 南新木一丁目 １０－　２ 合併別紙１０４号

布佐 北大作 ８８５－２ 南新木一丁目 １０－　４ 合併別紙１０５号

布佐 北大作 ８８５－３ 南新木一丁目 １０－　２ 合併別紙１０４号

布佐 北大作 ８８５－４ 南新木一丁目 　９－　８ 分　割

南新木一丁目 １０－　３

布佐 北大作 ８８５－５ 南新木一丁目 １０－　２ 合併別紙１０４号

布佐 北大作 ８８６－１ 南新木一丁目 １３－　１

布佐 北大作 ８８６－２ 南新木一丁目 １０－　４ 合併別紙１０５号

布佐 北大作 ８８６－３ 南新木一丁目 １０－　２ 合併別紙１０４号

布佐 北大作 ８８６－４ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

布佐 北大作 ８８７－２

布佐 北大作 ８８７－４

布佐 北大作 ８８７－５

布佐 北大作 ８８８－２ 南新木一丁目 １０－　１ 合併別紙９６号

布佐 北大作 ８８８－５ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

布佐 北大作 ８８８－６ 南新木二丁目 ２４－　２

布佐 北大作 ８８９－１ 南新木一丁目 １０－　１ 合併別紙９６号

布佐 北大作 ８８９－５ 南新木三丁目 ２３－　１ 合併別紙１７号

布佐 北大作 ８９０－１ 南新木一丁目 １０－　１ 合併別紙９６号

布佐 北大作 ８９１－２ 南新木一丁目 　９－　４ 分　割
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  32

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

南新木一丁目 　９－　６

布佐 北大作 ８９４－２ 南新木一丁目 　７－　２

布佐 北大作 ９０９－５ 南新木一丁目 ４３－　３ 分　割

南新木二丁目 ２４－　１

南新木二丁目 ２４－　３

南新木三丁目 ２３－　２

布佐 北大作 ９０９－６ 南新木一丁目 ４３－　１ 合併別紙１０６号

布佐 北大作 ９１０－１ 南新木二丁目 １６－１２ 合併別紙１０７号

布佐 北大作 ９１０－２ 南新木一丁目 ４３－　１ 合併別紙１０６号

布佐 北大作 ９１０－３

布佐 北大作 ９１０－４ 南新木二丁目 １６－１２ 合併別紙１０７号

布佐 北大作 ９１１ 南新木一丁目 １３－　２

布佐 北大作 ９１２ 南新木一丁目 １４－　２

布佐 北大作 ９１３ 南新木一丁目 １４－　８

布佐 北大作 ９１４ 南新木一丁目 １４－　７

布佐 北大作 ９１５－１ 南新木一丁目 １５－　４

布佐 北大作 ９１５－２ 南新木一丁目 １５－　３

布佐 北大作 ９１５－３ 南新木一丁目 １５－　２

布佐 北大作 ９１６ 南新木一丁目 　６－１０ 分　割

南新木三丁目 １１－　５

布佐 北大作 ９１７－１ 南新木一丁目 　６－　９ 合併別紙１０３号

布佐 北大作 ９１７－２ 南新木一丁目 　５－　４ 合　併

布佐 北大作 ９１７－３

布佐 北大作 ９１７－４ 南新木一丁目 １５－　１ 合併別紙９９号

布佐 北大作 ９１７－５ 南新木一丁目 ４１－　３ 合併別紙１４号

布佐 北大作 ９１７－６ 南新木一丁目 　６－　６ 合併別紙１０８号

布佐 北大作 ９１７－７ 南新木一丁目 ３６－１２

布佐 北大作 ９１７－８ 南新木一丁目 ３６－１０

布佐 北大作 ９１７－９ 南新木一丁目 　６－１２ 合併別紙１０９号

布佐 北大作 ９１７－１０ 南新木一丁目 　６－　６ 合併別紙１０８号

布佐 北大作 ９１７－１１ 南新木一丁目 ３６－　９

布佐 北大作 ９１７－１２ 南新木一丁目 　６－　９ 合併別紙１０３号
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  33

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 北大作 ９１７－１３ 南新木一丁目 　６－　８

布佐 北大作 ９１７－１４ 南新木一丁目 ３６－１１ 合併別紙１１０号

布佐 北大作 ９１７－１５ 南新木一丁目 １７－１７

布佐 北大作 ９１８ 南新木一丁目 　５－　５

布佐 北大作 ９１９ 南新木一丁目 　６－１１

布佐 北大作 ９２０ 南新木一丁目 １５－１６ 合併別紙１１１号

布佐 北大作 ９２１ 南新木一丁目 １４－　６

布佐 北大作 ９２２ 南新木一丁目 １３－　５ 合　併

布佐 北大作 ９２３

布佐 北大作 ９２４

布佐 北大作 ９２５

布佐 北大作 ９２６－１ 南新木一丁目 １３－　４

布佐 北大作 ９２６－２ 南新木一丁目 １３－　７

布佐 北大作 ９２６－３ 南新木一丁目 １４－　３

布佐 北大作 ９２７ 南新木一丁目 １５－１６ 合併別紙１１１号

布佐 北大作 ９２８－２ 南新木一丁目 １２－　２

布佐 北大作 ９２８－８ 南新木一丁目 ４３－　１ 合併別紙１０６号

布佐 北大作 ９２８－９ 南新木一丁目 ４３－　２ 分　割

南新木一丁目 ４３－　４

布佐 北大作 ９３４－２ 南新木一丁目 １２－　１

布佐 北大作 ９３５－２ 南新木一丁目 １５－１６ 合併別紙１１１号

布佐 原地丑高入 １８７９－１ 南新木一丁目 １６－　９

布佐 原地丑高入 １８７９－２ 南新木一丁目 １０－　１ 合併別紙９６号

布佐 原地丑高入 １８７９－３ 南新木一丁目 ３６－１１ 合併別紙１１０号

布佐 原地丑高入 １８８０ 南新木一丁目 １７－　７

布佐 原地丑高入 １８８１－１ 南新木一丁目 １６－　１

布佐 原地丑高入 １８８１－２ 南新木一丁目 １６－　４ 合併別紙１１２号

布佐 原地丑高入 １８８２－１ 南新木一丁目 　４－　９ 分　割

南新木一丁目 １６－　２

布佐 原地丑高入 １８８２－２ 南新木一丁目 １６－　４ 合併別紙１１２号

布佐 原地丑高入 １８８３ 南新木一丁目 ２５－１９

布佐 原地丑高入 １８８４ 南新木一丁目 １５－１２

新

33



旧・新 地 番 対 照 表

No.  34

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 原地丑高入 １８８５ 南新木一丁目 １５－１５

布佐 原地丑高入 １８８６－１ 南新木一丁目 １７－　６ 合併別紙１１３号

布佐 原地丑高入 １８８６－３ 南新木一丁目 １５－１４

布佐 原地丑高入 １８８７ 南新木一丁目 １６－　３ 合併別紙１１４号

布佐 原地丑高入 １８８８ 南新木一丁目 １７－　６ 合併別紙１１３号

布佐 原地丑高入 １８８９ 南新木一丁目 １７－１１

布佐 原地丑高入 １８９０ 南新木一丁目 １７－　８ 合　併

布佐 原地丑高入 １８９１

布佐 原地丑高入 １８９２ 南新木一丁目 １７－　５

布佐 原地丑高入 １８９３－１ 南新木一丁目 １７－１２ 合併別紙１１５号

布佐 原地丑高入 １８９３－２ 南新木一丁目 １７－　４ 合併別紙１１６号

布佐 原地丑高入 １８９３－３ 南新木一丁目 １７－　３

布佐 原地丑高入 １８９３－４ 南新木一丁目 １７－１９

布佐 原地丑高入 １８９３－５ 南新木一丁目 １７－２０

布佐 原地丑高入 １８９３－６ 南新木四丁目 ２０－　９

布佐 原地丑高入 １８９３－７ 南新木一丁目 １７－１５

布佐 原地丑高入 １８９３－８ 南新木一丁目 １７－１４

布佐 原地丑高入 １８９３－９ 南新木一丁目 １７－１２ 合併別紙１１５号

布佐 西大作 １８９４ 南新木一丁目 　５－　６

布佐 西大作 １８９５ 南新木一丁目 １９－１０

布佐 西大作 １８９６－１ 南新木一丁目 １９－　９

布佐 西大作 １８９６－２ 南新木一丁目 １９－　８

布佐 西大作 １８９７－１ 南新木一丁目 １９－　５

布佐 西大作 １８９７－２ 南新木一丁目 １９－　７

布佐 西大作 １８９７－３ 南新木一丁目 １９－　６

布佐 西大作 １８９８－１ 南新木一丁目 ３２－１３

布佐 西大作 １８９８－２ 南新木一丁目 １９－１１

布佐 西大作 １８９９－１ 南新木一丁目 ３２－１４

布佐 西大作 １８９９－２ 南新木一丁目 １９－１４

布佐 西大作 １８９９－３ 南新木一丁目 １９－１３

布佐 西大作 １８９９－４ 南新木一丁目 １９－１２

布佐 西大作 １８９９－５ 南新木一丁目 １９－１５
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  35

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９００－１ 南新木一丁目 ３６－１３

布佐 西大作 １９００－２ 南新木一丁目 　５－　２

布佐 西大作 １９００－３ 南新木一丁目 　４－　７

布佐 西大作 １９００－４ 南新木一丁目 ３７－　４

布佐 西大作 １９００－５ 南新木一丁目 　５－　３ 分　割

南新木一丁目 ３６－　８

布佐 西大作 １９００－６ 南新木一丁目 ３７－　９

布佐 西大作 １９００－７ 南新木一丁目 ３７－１０

布佐 西大作 １９００－８ 南新木一丁目 ３６－　７

布佐 西大作 １９００－９ 南新木一丁目 ３６－　６

布佐 西大作 １９００－１０ 南新木一丁目 ３６－　５

布佐 西大作 １９００－１１ 南新木一丁目 ３２－１２

布佐 西大作 １９００－１２ 南新木一丁目 ３２－１１

布佐 西大作 １９００－１３ 南新木一丁目 ３２－１０

布佐 西大作 １９００－１４ 南新木一丁目 ３２－　９

布佐 西大作 １９００－１５ 南新木一丁目 ３２－　８

布佐 西大作 １９００－１６ 南新木一丁目 ３２－　７

布佐 西大作 １９００－１７ 南新木一丁目 ３２－　６

布佐 西大作 １９００－１８ 南新木一丁目 ３２－　５

布佐 西大作 １９００－１９ 南新木一丁目 ３２－　４

布佐 西大作 １９００－２０ 南新木一丁目 ３７－１１

布佐 西大作 １９００－２１ 南新木一丁目 ３７－１２

布佐 西大作 １９００－２２ 南新木一丁目 ３６－　４

布佐 西大作 １９０１ 南新木一丁目 　４－　４ 分　割

南新木一丁目 　５－　１

布佐 西大作 １９０２－１ 南新木一丁目 ３９－　５ 分　割

南新木一丁目 ４０－　１

布佐 西大作 １９０２－２ 南新木一丁目 ４１－１０

布佐 西大作 １９０２－３ 南新木一丁目 ３９－　４

布佐 西大作 １９０２－４ 南新木一丁目 ４０－　３

布佐 西大作 １９０２－５ 南新木一丁目 ４１－　４

布佐 西大作 １９０２－６ 南新木一丁目 ４１－　１
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  36

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９０２－７ 南新木一丁目 ４１－１２

布佐 西大作 １９０２－８ 南新木一丁目 ４１－１１

布佐 西大作 １９０２－９ 南新木一丁目 ４１－　２

布佐 西大作 １９０２－１０ 南新木三丁目 １５－　９ 合併別紙２１号

布佐 西大作 １９０３ 南新木一丁目 ３７－　３

布佐 西大作 １９０４ 南新木一丁目 １６－　３ 合併別紙１１４号

布佐 西大作 １９０５ 南新木一丁目 ３４－１５ 合併別紙１１７号

布佐 西大作 １９０６－１ 南新木一丁目 １６－　３ 合併別紙１１４号

布佐 西大作 １９０６－２

布佐 西大作 １９０７－１ 南新木一丁目 ３６－１６ 合併別紙１１８号

布佐 西大作 １９０７－２ 南新木一丁目 ３４－１５ 合併別紙１１７号

布佐 西大作 １９０７－３ 南新木一丁目 ３４－１８

布佐 西大作 １９０７－４ 南新木一丁目 ３７－１３ 合　併

布佐 西大作 １９０７－５

布佐 西大作 １９０７－６ 南新木一丁目 ３７－１４

布佐 西大作 １９０７－７ 南新木一丁目 ３６－　３

布佐 西大作 １９０７－８ 南新木一丁目 ３６－１５

布佐 西大作 １９０７－９ 南新木一丁目 ３６－１６ 合併別紙１１８号

布佐 西大作 １９０９ 南新木一丁目 ２９－２７ 合併別紙３０号

布佐 西大作 １９１２ 南新木一丁目 ３６－　１ 分　割

南新木一丁目 ３７－１６

布佐 西大作 １９１６ 南新木一丁目 ２３－１４ 分　割

南新木一丁目 ２９－２８

布佐 西大作 １９１７－１ 南新木一丁目 ３２－１７

布佐 西大作 １９１７－２ 南新木一丁目 ３６－１４

布佐 西大作 １９１８ 南新木一丁目 ３２－１５ 合併別紙１１９号

布佐 西大作 １９１９ 南新木一丁目 ３２－１６ 合併別紙１２０号

布佐 西大作 １９２０ 南新木一丁目 ３２－１５ 合併別紙１１９号

布佐 西大作 １９２１

布佐 西大作 １９２２ 南新木一丁目 ３２－１６ 合併別紙１２０号

布佐 西大作 １９２３

布佐 西大作 １９２４－１ 南新木一丁目 ３４－　８
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  37

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９２４－２ 南新木四丁目 　１－　３ 合併別紙１号

布佐 西大作 １９２５ 南新木一丁目 １９－１６

布佐 西大作 １９２６ 南新木一丁目 １９－　４

布佐 西大作 １９２７ 南新木一丁目 １９－　２

布佐 西大作 １９２８ 南新木一丁目 １９－　３ 分　割

南新木一丁目 １９－１７

布佐 西大作 １９２９ 南新木一丁目 ２１－　７

布佐 西大作 １９３０－１ 南新木一丁目 ３４－１１

布佐 西大作 １９３０－２ 南新木一丁目 ３４－１３

布佐 西大作 １９３１－１ 南新木一丁目 ２３－　２

布佐 西大作 １９３１－２ 南新木一丁目 ２３－　１ 合併別紙１２１号

布佐 西大作 １９３２－２

布佐 西大作 １９３３－１ 南新木一丁目 ２３－　５

布佐 西大作 １９３３－２ 南新木一丁目 ２３－　６

布佐 西大作 １９３４ 南新木一丁目 ２３－２１ 合併別紙１２２号

布佐 西大作 １９３５－１ 南新木一丁目 ３０－　５ 分　割

南新木一丁目 ３２－　２

布佐 西大作 １９３５－２ 南新木一丁目 ３４－２４

布佐 西大作 １９３５－３ 南新木一丁目 ３５－　３

布佐 西大作 １９３５－４ 南新木一丁目 ３５－　６

布佐 西大作 １９３５－５ 南新木一丁目 ３５－　７

布佐 西大作 １９３５－６ 南新木一丁目 ３６－１８ 分　割

南新木一丁目 ３８－１０

布佐 西大作 １９３５－７ 南新木一丁目 ３４－　５

布佐 西大作 １９３５－８ 南新木一丁目 ３１－　４

布佐 西大作 １９３５－９ 南新木一丁目 ３４－　７

布佐 西大作 １９３５－１０ 南新木一丁目 ３２－２３

布佐 西大作 １９３５－１１ 南新木一丁目 ３８－　７

布佐 西大作 １９３５－１２ 南新木二丁目 １２－１１

布佐 西大作 １９３５－１３ 南新木一丁目 ３８－１２

布佐 西大作 １９３５－１４ 南新木一丁目 ３８－　１

布佐 西大作 １９３５－１５ 南新木一丁目 ３８－１３
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  38

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９３５－１６ 南新木一丁目 ３５－　１

布佐 西大作 １９３５－１７ 南新木一丁目 ３４－１９

布佐 西大作 １９３５－１８ 南新木一丁目 ３５－　８

布佐 西大作 １９３５－１９ 南新木一丁目 ３９－　７

布佐 西大作 １９３５－２０ 南新木一丁目 ３８－　３

布佐 西大作 １９３５－２１ 南新木一丁目 ３６－１７

布佐 西大作 １９３５－２２ 南新木一丁目 ３８－１１

布佐 西大作 １９３５－２３ 南新木一丁目 １９－　１

布佐 西大作 １９３５－２４ 南新木一丁目 ３２－２１

布佐 西大作 １９３５－２５ 南新木一丁目 １９－２３

布佐 西大作 １９３５－２６ 南新木一丁目 １９－２１

布佐 西大作 １９３５－２７ 南新木一丁目 ３９－　１

布佐 西大作 １９３５－２８ 南新木一丁目 ３９－　２

布佐 西大作 １９３５－２９ 南新木一丁目 ３９－　３

布佐 西大作 １９３５－３０ 南新木一丁目 ３９－　８

布佐 西大作 １９３５－３１ 南新木一丁目 ３８－　２

布佐 西大作 １９３５－３２ 南新木一丁目 ３７－　２

布佐 西大作 １９３５－３３ 南新木一丁目 ３７－　１

布佐 西大作 １９３５－３４ 南新木一丁目 ３８－　６

布佐 西大作 １９３５－３５ 南新木一丁目 ３８－　５

布佐 西大作 １９３５－３６ 南新木一丁目 ３０－１１

布佐 西大作 １９３５－３７ 南新木一丁目 ３４－２６

布佐 西大作 １９３５－３８ 南新木一丁目 ３２－１９

布佐 西大作 １９３５－３９ 南新木一丁目 ３０－３９ 合併別紙１２３号

布佐 西大作 １９３５－４０ 南新木一丁目 １７－　４ 合併別紙１１６号

布佐 西大作 １９３５－４１ 南新木一丁目 ３２－２０

布佐 西大作 １９３５－４２ 南新木一丁目 ３２－１８

布佐 西大作 １９３５－４３ 南新木一丁目 ３９－　６

布佐 西大作 １９３５－４４ 南新木一丁目 ３８－　４

布佐 西大作 １９３５－４５ 南新木一丁目 　６－１２ 合併別紙１０９号

布佐 西大作 １９３５－４６ 南新木一丁目 ３７－１５

布佐 西大作 １９３５－４７ 南新木一丁目 ２５－　９
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  39

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９３５－４８ 南新木一丁目 ３６－　２

布佐 西大作 １９３５－５０ 南新木一丁目 ３５－　９

布佐 西大作 １９３５－５１ 南新木一丁目 ３２－　１

布佐 西大作 １９３５－５２ 南新木一丁目 ３１－　５

布佐 西大作 １９３５－５３ 南新木一丁目 ３１－　６

布佐 西大作 １９３５－５６ 南新木一丁目 ３５－１０

布佐 西大作 １９３５－５７ 南新木一丁目 ３４－　６

布佐 西大作 １９３５－５８ 南新木一丁目 ３４－　４

布佐 西大作 １９３５－６０ 南新木一丁目 ３５－　４

布佐 西大作 １９３５－６２ 南新木一丁目 ３５－　５

布佐 西大作 １９３５－６３ 南新木一丁目 ３５－１３

布佐 西大作 １９３５－６４ 南新木四丁目 　１－　３ 合併別紙１号

布佐 西大作 １９３６－１ 南新木一丁目 ３１－　９

布佐 西大作 １９３６－２ 南新木一丁目 ２８－　７ 合併別紙１２４号

布佐 西大作 １９３６－４ 南新木一丁目 ２０－　３

布佐 西大作 １９３６－５ 南新木一丁目 ２８－１０ 合併別紙１２５号

布佐 西大作 １９３６－６ 南新木一丁目 ２９－　４

布佐 西大作 １９３６－１５ 南新木一丁目 ３１－１０

布佐 西大作 １９３６－１６ 南新木一丁目 ３１－　３ 合　併

布佐 西大作 １９３６－１７

布佐 西大作 １９３６－１８

布佐 西大作 １９３６－１９

布佐 西大作 １９３６－２０

布佐 西大作 １９３６－２１

布佐 西大作 １９３６－２２ 南新木一丁目 ３０－　２

布佐 西大作 １９３６－２５ 南新木一丁目 ２８－１０ 合併別紙１２５号

布佐 西大作 １９３６－２６ 南新木一丁目 ３０－　１

布佐 西大作 １９３６－２７ 南新木一丁目 ３０－３６

布佐 西大作 １９３６－２８ 南新木一丁目 ３０－３４

布佐 西大作 １９３６－２９ 南新木一丁目 ３０－３３

布佐 西大作 １９３６－３０ 南新木一丁目 ３０－２９

布佐 西大作 １９３６－３１ 南新木一丁目 ３０－　６
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  40

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９３６－３２ 南新木一丁目 ３０－　７

布佐 西大作 １９３６－３３ 南新木一丁目 ２９－２１

布佐 西大作 １９３６－３４ 南新木一丁目 ２９－２０ 合　併

布佐 西大作 １９３６－３５

布佐 西大作 １９３６－３６ 南新木一丁目 ２８－　２ 合　併

布佐 西大作 １９３６－３７

布佐 西大作 １９３６－３８ 南新木一丁目 ２８－１０ 合併別紙１２５号

布佐 西大作 １９３６－３９ 南新木一丁目 ２８－１１

布佐 西大作 １９３６－４０ 南新木一丁目 １９－２２

布佐 西大作 １９３６－４１ 南新木一丁目 ２９－１０

布佐 西大作 １９３６－４２ 南新木一丁目 ２９－　６

布佐 西大作 １９３６－４３ 南新木一丁目 ２９－　９

布佐 西大作 １９３６－４４ 南新木一丁目 ２９－　８

布佐 西大作 １９３６－４５ 南新木一丁目 ２９－　５

布佐 西大作 １９３６－４６ 南新木一丁目 ２９－２２

布佐 西大作 １９３６－４７ 南新木一丁目 ２９－２３

布佐 西大作 １９３６－４８ 南新木一丁目 ２９－　７

布佐 西大作 １９３６－４９ 南新木一丁目 ２９－１９

布佐 西大作 １９３６－５０ 南新木一丁目 ３０－１９

布佐 西大作 １９３６－５１ 南新木一丁目 ３０－３９ 合併別紙１２３号

布佐 西大作 １９３６－５２ 南新木一丁目 ２８－　６

布佐 西大作 １９３６－５３ 南新木一丁目 ２８－１９

布佐 西大作 １９３６－５４ 南新木二丁目 １２－１５ 合併別紙３７号

布佐 西大作 １９３６－５５ 南新木一丁目 ２９－１６

布佐 西大作 １９３６－５６ 南新木一丁目 ２８－　４

布佐 西大作 １９３６－５７ 南新木一丁目 ２８－　７ 合併別紙１２４号

布佐 西大作 １９３６－５８ 南新木一丁目 ２９－１２

布佐 西大作 １９３６－５９ 南新木一丁目 ２９－１４

布佐 西大作 １９３６－６０ 南新木一丁目 ２９－１３

布佐 西大作 １９３６－６１ 南新木一丁目 ２９－１７

布佐 西大作 １９３６－６２ 南新木一丁目 ２９－１８

布佐 西大作 １９３６－６３ 南新木一丁目 ３０－１４
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  41

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９３６－６４ 南新木一丁目 ２８－　９

布佐 西大作 １９３６－６５ 南新木一丁目 ２８－　８

布佐 西大作 １９３６－６６ 南新木一丁目 ２１－　８

布佐 西大作 １９３６－６７ 南新木一丁目 ３０－３２

布佐 西大作 １９３６－６８ 南新木一丁目 ３０－１７

布佐 西大作 １９３６－６９ 南新木一丁目 ３０－１６

布佐 西大作 １９３６－７０ 南新木一丁目 ２８－　３

布佐 西大作 １９３６－７１ 南新木一丁目 ３０－　４ 合併別紙１２６号

布佐 西大作 １９３６－７２ 南新木一丁目 ３０－２７

布佐 西大作 １９３６－７３ 南新木一丁目 ３０－２５

布佐 西大作 １９３６－７４ 南新木一丁目 ２９－１１

布佐 西大作 １９３６－７５ 南新木一丁目 ３０－　９

布佐 西大作 １９３６－７６ 南新木一丁目 ３１－　２ 分　割

南新木一丁目 ３４－３０

布佐 西大作 １９３６－７７ 南新木一丁目 ３１－　１

布佐 西大作 １９３６－７８ 南新木一丁目 ３０－１２

布佐 西大作 １９３６－７９ 南新木一丁目 ３０－１０

布佐 西大作 １９３６－８０ 南新木一丁目 ３１－　７

布佐 西大作 １９３６－８１ 南新木一丁目 ３０－　４ 合併別紙１２６号

布佐 西大作 １９３６－８２ 南新木一丁目 ３１－　８

布佐 西大作 １９３６－８３ 南新木一丁目 ３０－２１

布佐 西大作 １９３６－８４ 南新木一丁目 ３０－３５

布佐 西大作 １９３６－８５ 南新木一丁目 ３０－　８

布佐 西大作 １９３６－８６ 南新木一丁目 ３０－２３

布佐 西大作 １９３６－８７ 南新木一丁目 ２９－１５

布佐 西大作 １９４０－１ 南新木一丁目 ２３－　３ 合併別紙１２７号

布佐 西大作 １９４０－２ 南新木一丁目 ２３－　１ 合併別紙１２１号

布佐 西大作 １９４１－１ 南新木一丁目 ２３－　７

布佐 西大作 １９４１－２ 南新木一丁目 ２３－　４

布佐 西大作 １９４１－３ 南新木一丁目 ２３－　３ 合併別紙１２７号

布佐 西大作 １９４１－４ 南新木一丁目 ３０－１３ 合併別紙３８号

布佐 西大作 １９４２ 南新木一丁目 ２２－　３
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  42

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９４３－１ 南新木一丁目 ２２－　４

布佐 西大作 １９４３－２ 南新木一丁目 ２３－２１ 合併別紙１２２号

布佐 西大作 １９４４－１ 南新木一丁目 ２２－　５

布佐 西大作 １９４４－２ 南新木一丁目 ２３－　８

布佐 西大作 １９４５－１ 南新木一丁目 ２３－１９

布佐 西大作 １９４５－２ 南新木一丁目 ２３－２０

布佐 西大作 １９４６ 南新木一丁目 ２３－１８

布佐 西大作 １９４７－１ 南新木一丁目 ２２－　７

布佐 西大作 １９４７－２ 南新木一丁目 ２２－　６

布佐 西大作 １９４８－１ 南新木一丁目 ２３－１７

布佐 西大作 １９４８－２ 南新木一丁目 ２２－　８

布佐 西大作 １９４９－１ 南新木一丁目 ２２－　９

布佐 西大作 １９４９－２ 南新木一丁目 ２３－１５

布佐 西大作 １９４９－３ 南新木一丁目 ２３－１６

布佐 西大作 １９５０－１ 南新木一丁目 ２８－２０

布佐 西大作 １９５０－２ 南新木一丁目 ２８－１７

布佐 西大作 １９５０－３ 南新木一丁目 １０－　８ 合併別紙１０２号

布佐 西大作 １９５０－４ 南新木一丁目 ２８－１８ 合併別紙８９号

布佐 西大作 １９５１－１ 南新木一丁目 ２５－　８

布佐 西大作 １９５１－２ 南新木一丁目 ２８－１６

布佐 西大作 １９５１－３ 南新木一丁目 ２８－１５

布佐 西大作 １９５１－４ 南新木一丁目 ２８－１４

布佐 西大作 １９５２－１ 南新木一丁目 １２－　３ 分　割

南新木一丁目 ２５－２２

布佐 西大作 １９５２－２ 南新木一丁目 ２５－２３ 合　併

布佐 西大作 １９５３

布佐 西大作 １９５４－１ 南新木一丁目 ２５－１６ 合併別紙１２８号

布佐 西大作 １９５４－２ 南新木一丁目 ２５－２０

布佐 西大作 １９５５－１ 南新木一丁目 ２５－１８

布佐 西大作 １９５５－２ 南新木一丁目 ２５－１５

布佐 西大作 １９５５－３ 南新木一丁目 ２５－１６ 合併別紙１２８号

布佐 西大作 １９５５－４ 南新木一丁目 ２５－１７
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旧・新 地 番 対 照 表

No.  43

旧 摘　　　要

大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９５６－１ 南新木一丁目 ２５－１０

布佐 西大作 １９５６－２ 南新木一丁目 ２５－１１

布佐 西大作 １９５６－３ 南新木一丁目 ２５－１２

布佐 西大作 １９５７－１ 南新木一丁目 ２５－１４ 合　併

布佐 西大作 １９５７－２

布佐 西大作 １９５８ 南新木一丁目 ２４－　１ 分　割

南新木一丁目 ２５－２１

布佐 西大作 １９５９－１ 南新木一丁目 ２３－１２

布佐 西大作 １９５９－２ 南新木一丁目 ２３－１３

布佐 西大作 １９５９－３ 南新木一丁目 ２３－１１

布佐 西大作 １９５９－４ 南新木一丁目 ２３－１０

布佐 西大作 １９５９－５ 南新木一丁目 ２３－　９

布佐 西大作 １９６０ 南新木一丁目 ２４－　４ 合併別紙１２９号

布佐 西大作 １９６１

布佐 西大作 １９６２ 南新木一丁目 ２４－　２ 合　併

布佐 西大作 １９６３

布佐 西大作 １９６４－１ 南新木一丁目 ２４－　４ 合併別紙１２９号

布佐 西大作 １９６４－２ 南新木一丁目 ２４－　３ 分　割

南新木一丁目 ２４－　５
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   1

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 　１－　１ 保留地

南新木一丁目 　１－　２ 保留地

南新木一丁目 　１－　３ 保留地

南新木一丁目 　２－　１ 保留地

南新木一丁目 　３－　１ 新木 大作台 ２０５４－１ 合　併

新木 大作台 ２０５５－２

南新木一丁目 　３－　２ 新木 東 ２０５１－１

南新木一丁目 　３－　３ 布佐 北大作 ８７６－１ 分割別紙６１号

南新木一丁目 　３－　４ 布佐 北大作 ８７６－５

南新木一丁目 　３－　５ 布佐 北大作 ８７６－７

南新木一丁目 　４－　１ 布佐 北大作 ８７６－１ 分割別紙６１号

南新木一丁目 　４－　２ 布佐 北大作 ８７６－２

南新木一丁目 　４－　３ 布佐 北大作 ８７５－１

南新木一丁目 　４－　４ 布佐 西大作 １９０１ 分割別紙７２号

南新木一丁目 　４－　５ 新木 大作台 ２０８４ 分割別紙２４号

南新木一丁目 　４－　６ 新木 大作台 ２１０１ 分割別紙２８号

南新木一丁目 　４－　７ 布佐 西大作 １９００－３

南新木一丁目 　４－　８ 新木 ビヤ田 ２３９９－２ 分割別紙４０号

南新木一丁目 　４－　９ 布佐 原地丑高入 １８８２－１ 分割別紙７０号

南新木一丁目 　５－　１ 布佐 西大作 １９０１ 分割別紙７２号

南新木一丁目 　５－　２ 布佐 西大作 １９００－２

南新木一丁目 　５－　３ 布佐 西大作 １９００－５ 分割別紙７１号

南新木一丁目 　５－　４ 布佐 北大作 ９１７－２ 合　併

布佐 北大作 ９１７－３

南新木一丁目 　５－　５ 布佐 北大作 ９１８

南新木一丁目 　５－　６ 布佐 西大作 １８９４

南新木一丁目 　６－　１ 布佐 北大作 ８７６－３ 分割別紙６２号

南新木一丁目 　６－　２ 布佐 北大作 ８７９

南新木一丁目 　６－　３ 布佐 北大作 ８８１ 分割別紙６３号

南新木一丁目 　６－　４ 布佐 北大作 ８８２－２

南新木一丁目 　６－　５ 布佐 北大作 ８８２－７

南新木一丁目 　６－　６ 布佐 北大作 ９１７－６ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   2

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

布佐 北大作 ９１７－１０

南新木一丁目 　６－　７ 保留地

南新木一丁目 　６－　８ 布佐 北大作 ９１７－１３

南新木一丁目 　６－　９ 布佐 北大作 ８８２－１３ 合　併

布佐 北大作 ９１７－１

布佐 北大作 ９１７－１２

南新木一丁目 　６－１０ 布佐 北大作 ９１６ 分割別紙６８号

南新木一丁目 　６－１１ 布佐 北大作 ９１９

南新木一丁目 　６－１２ 布佐 北大作 ９１７－９ 合　併

布佐 西大作 １９３５－４５

南新木一丁目 　７－　１ 布佐 北大作 ８７２－１ 合　併

布佐 北大作 ８７３－１

南新木一丁目 　７－　２ 布佐 北大作 ８９４－２

南新木一丁目 　７－　３ 布佐 北大作 ８６８－８

南新木一丁目 　７－　４ 布佐 北大作 ８６８－４

南新木一丁目 　７－　５ 布佐 北大作 ８８１ 分割別紙６３号

南新木一丁目 　８－　１ 布佐 北大作 ８６８－１ 合　併

布佐 北大作 ８８３－１

南新木一丁目 　８－　２ 布佐 北大作 ８７６－３ 分割別紙６２号

南新木一丁目 　８－　３ 布佐 北大作 ８６８－７

南新木一丁目 　８－　４ 布佐 北大作 ８８２－５

南新木一丁目 　８－　５ 布佐 北大作 ８８２－４

南新木一丁目 　９－　１ 布佐 北大作 ８８４－２ 分　割

南新木一丁目 　９－　２

南新木一丁目 　９－　３ 布佐 北大作 ８８４－１ 分割別紙６４号

南新木一丁目 　９－　４ 布佐 北大作 ８９１－２ 分割別紙６６号

南新木一丁目 　９－　５ 布佐 北大作 ８８４－１ 分割別紙６４号

南新木一丁目 　９－　６ 布佐 北大作 ８９１－２ 分割別紙６６号

南新木一丁目 　９－　７ 布佐 北大作 ８７０ 合　併

布佐 北大作 ８７１

南新木一丁目 　９－　８ 布佐 北大作 ８８５－４ 分割別紙６５号

南新木一丁目 　９－　９ 布佐 北大作 ８８２－３ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   3

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

布佐 北大作 ８８２－１０

南新木一丁目 １０－　１ 布佐 北大作 ８６７－１ 合　併

布佐 北大作 ８８８－２

布佐 北大作 ８８９－１

布佐 北大作 ８９０－１

布佐 原地丑高入 １８７９－２

南新木一丁目 １０－　２ 布佐 北大作 ８８５－１ 合　併

布佐 北大作 ８８５－３

布佐 北大作 ８８５－５

布佐 北大作 ８８６－３

南新木一丁目 １０－　３ 布佐 北大作 ８８５－４ 分割別紙６５号

南新木一丁目 １０－　４ 布佐 北大作 ８８５－２ 合　併

布佐 北大作 ８８６－２

南新木一丁目 １０－　５ 保留地

南新木一丁目 １０－　６ 布佐 北大作 ８８２－１５

南新木一丁目 １０－　７ 布佐 北大作 ８８２－６ 合　併

布佐 北大作 ８８２－１２

南新木一丁目 １０－　８ 布佐 北大作 ８８２－９ 合　併

布佐 北大作 ８８２－１１

布佐 西大作 １９５０－３

南新木一丁目 １０－　９ 保留地

南新木一丁目 １０－１０ 保留地

南新木一丁目 １１－　１ 保留地

南新木一丁目 １１－　２ 保留地

南新木一丁目 １１－　３ 保留地

南新木一丁目 １１－　４ 保留地

南新木一丁目 １１－　５ 保留地

南新木一丁目 １１－　６ 保留地

南新木一丁目 １１－　７ 保留地

南新木一丁目 １１－　８ 保留地

南新木一丁目 １１－　９ 保留地

南新木一丁目 １１－１０ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   4

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 １２－　１ 布佐 北大作 ９３４－２

南新木一丁目 １２－　２ 布佐 北大作 ９２８－２

南新木一丁目 １２－　３ 布佐 西大作 １９５２－１ 分割別紙８０号

南新木一丁目 １３－　１ 布佐 北大作 ８８６－１

南新木一丁目 １３－　２ 布佐 北大作 ９１１

南新木一丁目 １３－　３ 保留地

南新木一丁目 １３－　４ 布佐 北大作 ９２６－１

南新木一丁目 １３－　５ 布佐 北大作 ９２２ 合　併

布佐 北大作 ９２３

布佐 北大作 ９２４

布佐 北大作 ９２５

南新木一丁目 １３－　６ 保留地

南新木一丁目 １３－　７ 布佐 北大作 ９２６－２

南新木一丁目 １４－　１ 布佐 北大作 ８８２－１７

南新木一丁目 １４－　２ 布佐 北大作 ９１２

南新木一丁目 １４－　３ 布佐 北大作 ９２６－３

南新木一丁目 １４－　４ 保留地

南新木一丁目 １４－　５ 保留地

南新木一丁目 １４－　６ 布佐 北大作 ９２１

南新木一丁目 １４－　７ 布佐 北大作 ９１４

南新木一丁目 １４－　８ 布佐 北大作 ９１３

南新木一丁目 １４－　９ 布佐 北大作 ８８２－１６

南新木一丁目 １４－１０ 布佐 北大作 ８８２－１４

南新木一丁目 １５－　１ 布佐 北大作 ８８２－１ 合　併

布佐 北大作 ９１７－４

南新木一丁目 １５－　２ 布佐 北大作 ９１５－３

南新木一丁目 １５－　３ 布佐 北大作 ９１５－２

南新木一丁目 １５－　４ 布佐 北大作 ９１５－１

南新木一丁目 １５－　５ 保留地

南新木一丁目 １５－　６ 保留地

南新木一丁目 １５－　７ 保留地

南新木一丁目 １５－　８ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   5

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 １５－　９ 保留地

南新木一丁目 １５－１０ 保留地

南新木一丁目 １５－１１ 保留地

南新木一丁目 １５－１２ 布佐 原地丑高入 １８８４

南新木一丁目 １５－１３ 保留地

南新木一丁目 １５－１４ 布佐 原地丑高入 １８８６－３

南新木一丁目 １５－１５ 布佐 原地丑高入 １８８５

南新木一丁目 １５－１６ 布佐 北大作 ９２０ 合　併

布佐 北大作 ９２７

布佐 北大作 ９３５－２

南新木一丁目 １６－　１ 布佐 原地丑高入 １８８１－１

南新木一丁目 １６－　２ 布佐 原地丑高入 １８８２－１ 分割別紙７０号

南新木一丁目 １６－　３ 布佐 原地丑高入 １８８７ 合　併

布佐 西大作 １９０４

布佐 西大作 １９０６－１

布佐 西大作 １９０６－２

南新木一丁目 １６－　４ 布佐 原地丑高入 １８８１－２ 合　併

布佐 原地丑高入 １８８２－２

南新木一丁目 １６－　５ 保留地

南新木一丁目 １６－　６ 保留地

南新木一丁目 １６－　７ 保留地

南新木一丁目 １６－　８ 保留地

南新木一丁目 １６－　９ 布佐 原地丑高入 １８７９－１

南新木一丁目 １７－　１ 保留地

南新木一丁目 １７－　２ 保留地

南新木一丁目 １７－　３ 布佐 原地丑高入 １８９３－３

南新木一丁目 １７－　４ 布佐 原地丑高入 １８９３－２ 合　併

布佐 西大作 １９３５－４０

南新木一丁目 １７－　５ 布佐 原地丑高入 １８９２

南新木一丁目 １７－　６ 布佐 原地丑高入 １８８６－１ 合　併

布佐 原地丑高入 １８８８

南新木一丁目 １７－　７ 布佐 原地丑高入 １８８０
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   6

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 １７－　８ 布佐 原地丑高入 １８９０ 合　併

布佐 原地丑高入 １８９１

南新木一丁目 １７－　９ 保留地

南新木一丁目 １７－１０ 保留地

南新木一丁目 １７－１１ 布佐 原地丑高入 １８８９

南新木一丁目 １７－１２ 布佐 原地丑高入 １８９３－１ 合　併

布佐 原地丑高入 １８９３－９

南新木一丁目 １７－１３ 保留地

南新木一丁目 １７－１４ 布佐 原地丑高入 １８９３－８

南新木一丁目 １７－１５ 布佐 原地丑高入 １８９３－７

南新木一丁目 １７－１６ 保留地

南新木一丁目 １７－１７ 布佐 北大作 ９１７－１５

南新木一丁目 １７－１８ 布佐 北大作 ８８２－８

南新木一丁目 １７－１９ 布佐 原地丑高入 １８９３－４

南新木一丁目 １７－２０ 布佐 原地丑高入 １８９３－５

南新木一丁目 １８－　１ 保留地

南新木一丁目 １８－　２ 保留地

南新木一丁目 １８－　３ 保留地

南新木一丁目 １８－　４ 保留地

南新木一丁目 １８－　５ 保留地

南新木一丁目 １８－　６ 保留地

南新木一丁目 １９－　１ 布佐 西大作 １９３５－２３

南新木一丁目 １９－　２ 布佐 西大作 １９２７

南新木一丁目 １９－　３ 布佐 西大作 １９２８ 分割別紙７６号

南新木一丁目 １９－　４ 布佐 西大作 １９２６

南新木一丁目 １９－　５ 布佐 西大作 １８９７－１

南新木一丁目 １９－　６ 布佐 西大作 １８９７－３

南新木一丁目 １９－　７ 布佐 西大作 １８９７－２

南新木一丁目 １９－　８ 布佐 西大作 １８９６－２

南新木一丁目 １９－　９ 布佐 西大作 １８９６－１

南新木一丁目 １９－１０ 布佐 西大作 １８９５

南新木一丁目 １９－１１ 布佐 西大作 １８９８－２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   7

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 １９－１２ 布佐 西大作 １８９９－４

南新木一丁目 １９－１３ 布佐 西大作 １８９９－３

南新木一丁目 １９－１４ 布佐 西大作 １８９９－２

南新木一丁目 １９－１５ 布佐 西大作 １８９９－５

南新木一丁目 １９－１６ 布佐 西大作 １９２５

南新木一丁目 １９－１７ 布佐 西大作 １９２８ 分割別紙７６号

南新木一丁目 １９－１８ 保留地

南新木一丁目 １９－１９ 保留地

南新木一丁目 １９－２０ 新木 越後チリ ２１６９－４

南新木一丁目 １９－２１ 布佐 西大作 １９３５－２６

南新木一丁目 １９－２２ 布佐 西大作 １９３６－４０

南新木一丁目 １９－２３ 布佐 西大作 １９３５－２５

南新木一丁目 ２０－　１ 保留地

南新木一丁目 ２０－　２ 保留地

南新木一丁目 ２０－　３ 布佐 西大作 １９３６－４

南新木一丁目 ２０－　４ 保留地

南新木一丁目 ２１－　１ 保留地

南新木一丁目 ２１－　２ 保留地

南新木一丁目 ２１－　３ 保留地

南新木一丁目 ２１－　４ 保留地

南新木一丁目 ２１－　５ 保留地

南新木一丁目 ２１－　６ 保留地

南新木一丁目 ２１－　７ 布佐 西大作 １９２９

南新木一丁目 ２１－　８ 布佐 西大作 １９３６－６６

南新木一丁目 ２１－　９ 新木 越後チリ ２１４５－４ 分割別紙３５号

南新木一丁目 ２１－１０ 保留地

南新木一丁目 ２１－１１ 保留地

南新木一丁目 ２１－１２ 保留地

南新木一丁目 ２２－　１ 保留地

南新木一丁目 ２２－　２ 保留地

南新木一丁目 ２２－　３ 布佐 西大作 １９４２

南新木一丁目 ２２－　４ 布佐 西大作 １９４３－１
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   8

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２２－　５ 布佐 西大作 １９４４－１

南新木一丁目 ２２－　６ 布佐 西大作 １９４７－２

南新木一丁目 ２２－　７ 布佐 西大作 １９４７－１

南新木一丁目 ２２－　８ 布佐 西大作 １９４８－２

南新木一丁目 ２２－　９ 布佐 西大作 １９４９－１

南新木一丁目 ２３－　１ 布佐 西大作 １９３１－２ 合　併

布佐 西大作 １９３２－２

布佐 西大作 １９４０－２

南新木一丁目 ２３－　２ 布佐 西大作 １９３１－１

南新木一丁目 ２３－　３ 布佐 西大作 １９４０－１ 合　併

布佐 西大作 １９４１－３

南新木一丁目 ２３－　４ 布佐 西大作 １９４１－２

南新木一丁目 ２３－　５ 布佐 西大作 １９３３－１

南新木一丁目 ２３－　６ 布佐 西大作 １９３３－２

南新木一丁目 ２３－　７ 布佐 西大作 １９４１－１

南新木一丁目 ２３－　８ 布佐 西大作 １９４４－２

南新木一丁目 ２３－　９ 布佐 西大作 １９５９－５

南新木一丁目 ２３－１０ 布佐 西大作 １９５９－４

南新木一丁目 ２３－１１ 布佐 西大作 １９５９－３

南新木一丁目 ２３－１２ 布佐 西大作 １９５９－１

南新木一丁目 ２３－１３ 布佐 西大作 １９５９－２

南新木一丁目 ２３－１４ 布佐 西大作 １９１６ 分割別紙７５号

南新木一丁目 ２３－１５ 布佐 西大作 １９４９－２

南新木一丁目 ２３－１６ 布佐 西大作 １９４９－３

南新木一丁目 ２３－１７ 布佐 西大作 １９４８－１

南新木一丁目 ２３－１８ 布佐 西大作 １９４６

南新木一丁目 ２３－１９ 布佐 西大作 １９４５－１

南新木一丁目 ２３－２０ 布佐 西大作 １９４５－２

南新木一丁目 ２３－２１ 布佐 西大作 １９３４ 合　併

布佐 西大作 １９４３－２

南新木一丁目 ２４－　１ 布佐 西大作 １９５８ 分割別紙８１号

南新木一丁目 ２４－　２ 布佐 西大作 １９６２ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.   9

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

布佐 西大作 １９６３

南新木一丁目 ２４－　３ 布佐 西大作 １９６４－２ 分割別紙８２号

南新木一丁目 ２４－　４ 布佐 西大作 １９６０ 合　併

布佐 西大作 １９６１

布佐 西大作 １９６４－１

南新木一丁目 ２４－　５ 布佐 西大作 １９６４－２ 分割別紙８２号

南新木一丁目 ２５－　１ 新木 越後チリ ２１４２－１ 合　併

新木 越後チリ ２１４２－２

南新木一丁目 ２５－　２ 新木 越後チリ ２１３７－２

南新木一丁目 ２５－　３ 新木 越後チリ ２１３７－１

南新木一丁目 ２５－　４ 新木 越後チリ ２１３５ 合　併

新木 越後チリ ２１３６

新木 越後チリ ２１４８

南新木一丁目 ２５－　５ 新木 越後チリ ２１２８－２

南新木一丁目 ２５－　６ 新木 越後チリ ２１２８－３

南新木一丁目 ２５－　７ 新木 越後チリ ２１２９－１

南新木一丁目 ２５－　８ 布佐 西大作 １９５１－１

南新木一丁目 ２５－　９ 布佐 西大作 １９３５－４７

南新木一丁目 ２５－１０ 布佐 西大作 １９５６－１

南新木一丁目 ２５－１１ 布佐 西大作 １９５６－２

南新木一丁目 ２５－１２ 布佐 西大作 １９５６－３

南新木一丁目 ２５－１３ 新木 越後チリ ２１４５－３

南新木一丁目 ２５－１４ 布佐 西大作 １９５７－１ 合　併

布佐 西大作 １９５７－２

南新木一丁目 ２５－１５ 布佐 西大作 １９５５－２

南新木一丁目 ２５－１６ 布佐 西大作 １９５４－１ 合　併

布佐 西大作 １９５５－３

南新木一丁目 ２５－１７ 布佐 西大作 １９５５－４

南新木一丁目 ２５－１８ 布佐 西大作 １９５５－１

南新木一丁目 ２５－１９ 布佐 原地丑高入 １８８３

南新木一丁目 ２５－２０ 布佐 西大作 １９５４－２

南新木一丁目 ２５－２１ 布佐 西大作 １９５８ 分割別紙８１号
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  10

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２５－２２ 布佐 西大作 １９５２－１ 分割別紙８０号

南新木一丁目 ２５－２３ 布佐 西大作 １９５２－２ 合　併

布佐 西大作 １９５３

南新木一丁目 ２５－２４ 新木 越後チリ ２１３０－１ 合　併

新木 越後チリ ２１３０－２

新木 越後チリ ２１３０－３

南新木一丁目 ２５－２５ 新木 越後チリ ２１３１－１ 合　併

新木 越後チリ ２１３１－２

南新木一丁目 ２５－２６ 新木 越後チリ ２１３２－２ 合　併

新木 越後チリ ２１３３－３

新木 越後チリ ２１３３－４

新木 越後チリ ２１３３－５

新木 越後チリ ２１３３－７

南新木一丁目 ２５－２７ 新木 越後チリ ２１３３－８

南新木一丁目 ２５－２８ 新木 越後チリ ２１３２－１ 合　併

新木 越後チリ ２１３３－１

新木 越後チリ ２１３３－６

新木 越後チリ ２１３３－９

新木 越後チリ ２１３４

南新木一丁目 ２５－２９ 新木 越後チリ ２１３８－３

南新木一丁目 ２５－３０ 新木 越後チリ ２１３９－３

南新木一丁目 ２５－３１ 新木 越後チリ ２１３９－１

南新木一丁目 ２５－３２ 新木 越後チリ ２１３８－１

南新木一丁目 ２５－３３ 新木 越後チリ ２１３９－２

南新木一丁目 ２６－　１ 保留地

南新木一丁目 ２６－　２ 保留地

南新木一丁目 ２６－　３ 保留地

南新木一丁目 ２６－　４ 保留地

南新木一丁目 ２６－　５ 保留地

南新木一丁目 ２６－　６ 保留地

南新木一丁目 ２６－　７ 保留地

南新木一丁目 ２６－　８ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  11

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２６－　９ 保留地

南新木一丁目 ２６－１０ 保留地

南新木一丁目 ２６－１１ 保留地

南新木一丁目 ２７－　１ 保留地

南新木一丁目 ２７－　２ 保留地

南新木一丁目 ２７－　３ 保留地

南新木一丁目 ２７－　４ 保留地

南新木一丁目 ２７－　５ 保留地

南新木一丁目 ２７－　６ 保留地

南新木一丁目 ２７－　７ 保留地

南新木一丁目 ２７－　８ 保留地

南新木一丁目 ２７－　９ 保留地

南新木一丁目 ２７－１０ 保留地

南新木一丁目 ２７－１１ 保留地

南新木一丁目 ２７－１２ 保留地

南新木一丁目 ２７－１３ 保留地

南新木一丁目 ２７－１４ 保留地

南新木一丁目 ２７－１５ 保留地

南新木一丁目 ２７－１６ 保留地

南新木一丁目 ２７－１７ 保留地

南新木一丁目 ２７－１８ 保留地

南新木一丁目 ２７－１９ 保留地

南新木一丁目 ２７－２０ 保留地

南新木一丁目 ２７－２１ 保留地

南新木一丁目 ２７－２２ 保留地

南新木一丁目 ２８－　１ 新木 越後チリ ２１２７ 分割別紙３４号

南新木一丁目 ２８－　２ 布佐 西大作 １９３６－３６ 合　併

布佐 西大作 １９３６－３７

南新木一丁目 ２８－　３ 布佐 西大作 １９３６－７０

南新木一丁目 ２８－　４ 布佐 西大作 １９３６－５６

南新木一丁目 ２８－　５ 保留地

南新木一丁目 ２８－　６ 布佐 西大作 １９３６－５２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  12

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２８－　７ 布佐 西大作 １９３６－２ 合　併

布佐 西大作 １９３６－５７

南新木一丁目 ２８－　８ 布佐 西大作 １９３６－６５

南新木一丁目 ２８－　９ 布佐 西大作 １９３６－６４

南新木一丁目 ２８－１０ 布佐 西大作 １９３６－５ 合　併

布佐 西大作 １９３６－２５

布佐 西大作 １９３６－３８

南新木一丁目 ２８－１１ 布佐 西大作 １９３６－３９

南新木一丁目 ２８－１２ 新木 越後チリ ２１４５－４ 分割別紙３５号

南新木一丁目 ２８－１３ 新木 羽黒 ２５１０－１ 合　併

新木 羽黒 ２５１０－２

南新木一丁目 ２８－１４ 布佐 西大作 １９５１－４

南新木一丁目 ２８－１５ 布佐 西大作 １９５１－３

南新木一丁目 ２８－１６ 布佐 西大作 １９５１－２

南新木一丁目 ２８－１７ 布佐 西大作 １９５０－２

南新木一丁目 ２８－１８ 新木 羽黒 ２４９９－１１ 合　併

布佐 西大作 １９５０－４

南新木一丁目 ２８－１９ 布佐 西大作 １９３６－５３

南新木一丁目 ２８－２０ 布佐 西大作 １９５０－１

南新木一丁目 ２８－２１ 新木 越後チリ ２１２８－１

南新木一丁目 ２９－　１ 新木 越後チリ ２１２６－１４ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－１６

新木 越後チリ ２１２６－１７

南新木一丁目 ２９－　２ 新木 越後チリ ２１２６－２

南新木一丁目 ２９－　３ 新木 越後チリ ２１２６－１５

南新木一丁目 ２９－　４ 布佐 西大作 １９３６－６

南新木一丁目 ２９－　５ 布佐 西大作 １９３６－４５

南新木一丁目 ２９－　６ 布佐 西大作 １９３６－４２

南新木一丁目 ２９－　７ 布佐 西大作 １９３６－４８

南新木一丁目 ２９－　８ 布佐 西大作 １９３６－４４

南新木一丁目 ２９－　９ 布佐 西大作 １９３６－４３

南新木一丁目 ２９－１０ 布佐 西大作 １９３６－４１
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  13

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２９－１１ 布佐 西大作 １９３６－７４

南新木一丁目 ２９－１２ 布佐 西大作 １９３６－５８

南新木一丁目 ２９－１３ 布佐 西大作 １９３６－６０

南新木一丁目 ２９－１４ 布佐 西大作 １９３６－５９

南新木一丁目 ２９－１５ 布佐 西大作 １９３６－８７

南新木一丁目 ２９－１６ 布佐 西大作 １９３６－５５

南新木一丁目 ２９－１７ 布佐 西大作 １９３６－６１

南新木一丁目 ２９－１８ 布佐 西大作 １９３６－６２

南新木一丁目 ２９－１９ 布佐 西大作 １９３６－４９

南新木一丁目 ２９－２０ 布佐 西大作 １９３６－３４ 合　併

布佐 西大作 １９３６－３５

南新木一丁目 ２９－２１ 布佐 西大作 １９３６－３３

南新木一丁目 ２９－２２ 布佐 西大作 １９３６－４６

南新木一丁目 ２９－２３ 布佐 西大作 １９３６－４７

南新木一丁目 ２９－２４ 新木 大作台 ２０８３ 分割別紙２３号

南新木一丁目 ２９－２５ 新木 越後チリ ２１２７ 分割別紙３４号

南新木一丁目 ２９－２６ 新木 越後チリ ２１２６－１８ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－１９

南新木一丁目 ２９－２７ 新木 越後チリ ２１２６－１３ 合　併

布佐 西大作 １９０９

南新木一丁目 ２９－２８ 布佐 西大作 １９１６ 分割別紙７５号

南新木一丁目 ３０－　１ 布佐 西大作 １９３６－２６

南新木一丁目 ３０－　２ 布佐 西大作 １９３６－２２

南新木一丁目 ３０－　３ 保留地

南新木一丁目 ３０－　４ 布佐 西大作 １９３６－７１ 合　併

布佐 西大作 １９３６－８１

南新木一丁目 ３０－　５ 布佐 西大作 １９３５－１ 分割別紙７７号

南新木一丁目 ３０－　６ 布佐 西大作 １９３６－３１

南新木一丁目 ３０－　７ 布佐 西大作 １９３６－３２

南新木一丁目 ３０－　８ 布佐 西大作 １９３６－８５

南新木一丁目 ３０－　９ 布佐 西大作 １９３６－７５

南新木一丁目 ３０－１０ 布佐 西大作 １９３６－７９
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  14

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３０－１１ 布佐 西大作 １９３５－３６

南新木一丁目 ３０－１２ 布佐 西大作 １９３６－７８

南新木一丁目 ３０－１３ 新木 越後チリ ２１５２－１ 合　併

布佐 西大作 １９４１－４

南新木一丁目 ３０－１４ 布佐 西大作 １９３６－６３

南新木一丁目 ３０－１５ 保留地

南新木一丁目 ３０－１６ 布佐 西大作 １９３６－６９

南新木一丁目 ３０－１７ 布佐 西大作 １９３６－６８

南新木一丁目 ３０－１８ 保留地

南新木一丁目 ３０－１９ 布佐 西大作 １９３６－５０

南新木一丁目 ３０－２０ 保留地

南新木一丁目 ３０－２１ 布佐 西大作 １９３６－８３

南新木一丁目 ３０－２２ 保留地

南新木一丁目 ３０－２３ 布佐 西大作 １９３６－８６

南新木一丁目 ３０－２４ 保留地

南新木一丁目 ３０－２５ 布佐 西大作 １９３６－７３

南新木一丁目 ３０－２６ 保留地

南新木一丁目 ３０－２７ 布佐 西大作 １９３６－７２

南新木一丁目 ３０－２８ 保留地

南新木一丁目 ３０－２９ 布佐 西大作 １９３６－３０

南新木一丁目 ３０－３０ 保留地

南新木一丁目 ３０－３１ 保留地

南新木一丁目 ３０－３２ 布佐 西大作 １９３６－６７

南新木一丁目 ３０－３３ 布佐 西大作 １９３６－２９

南新木一丁目 ３０－３４ 布佐 西大作 １９３６－２８

南新木一丁目 ３０－３５ 布佐 西大作 １９３６－８４

南新木一丁目 ３０－３６ 布佐 西大作 １９３６－２７

南新木一丁目 ３０－３７ 保留地

南新木一丁目 ３０－３８ 保留地

南新木一丁目 ３０－３９ 布佐 西大作 １９３５－３９ 合　併

布佐 西大作 １９３６－５１

南新木一丁目 ３１－　１ 布佐 西大作 １９３６－７７
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  15

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３１－　２ 布佐 西大作 １９３６－７６ 分割別紙７９号

南新木一丁目 ３１－　３ 布佐 西大作 １９３６－１６ 合　併

布佐 西大作 １９３６－１７

布佐 西大作 １９３６－１８

布佐 西大作 １９３６－１９

布佐 西大作 １９３６－２０

布佐 西大作 １９３６－２１

南新木一丁目 ３１－　４ 布佐 西大作 １９３５－８

南新木一丁目 ３１－　５ 布佐 西大作 １９３５－５２

南新木一丁目 ３１－　６ 布佐 西大作 １９３５－５３

南新木一丁目 ３１－　７ 布佐 西大作 １９３６－８０

南新木一丁目 ３１－　８ 布佐 西大作 １９３６－８２

南新木一丁目 ３１－　９ 布佐 西大作 １９３６－１

南新木一丁目 ３１－１０ 布佐 西大作 １９３６－１５

南新木一丁目 ３２－　１ 布佐 西大作 １９３５－５１

南新木一丁目 ３２－　２ 布佐 西大作 １９３５－１ 分割別紙７７号

南新木一丁目 ３２－　３ 保留地

南新木一丁目 ３２－　４ 布佐 西大作 １９００－１９

南新木一丁目 ３２－　５ 布佐 西大作 １９００－１８

南新木一丁目 ３２－　６ 布佐 西大作 １９００－１７

南新木一丁目 ３２－　７ 布佐 西大作 １９００－１６

南新木一丁目 ３２－　８ 布佐 西大作 １９００－１５

南新木一丁目 ３２－　９ 布佐 西大作 １９００－１４

南新木一丁目 ３２－１０ 布佐 西大作 １９００－１３

南新木一丁目 ３２－１１ 布佐 西大作 １９００－１２

南新木一丁目 ３２－１２ 布佐 西大作 １９００－１１

南新木一丁目 ３２－１３ 布佐 西大作 １８９８－１

南新木一丁目 ３２－１４ 布佐 西大作 １８９９－１

南新木一丁目 ３２－１５ 布佐 西大作 １９１８ 合　併

布佐 西大作 １９２０

布佐 西大作 １９２１

南新木一丁目 ３２－１６ 布佐 西大作 １９１９ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  16

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

布佐 西大作 １９２２

布佐 西大作 １９２３

南新木一丁目 ３２－１７ 布佐 西大作 １９１７－１

南新木一丁目 ３２－１８ 布佐 西大作 １９３５－４２

南新木一丁目 ３２－１９ 布佐 西大作 １９３５－３８

南新木一丁目 ３２－２０ 布佐 西大作 １９３５－４１

南新木一丁目 ３２－２１ 布佐 西大作 １９３５－２４

南新木一丁目 ３２－２２ 新木 南 １９５７－１ 分割別紙１８号

南新木一丁目 ３２－２３ 布佐 西大作 １９３５－１０

南新木一丁目 ３３－　１ 保留地

南新木一丁目 ３３－　２ 保留地

南新木一丁目 ３３－　３ 保留地

南新木一丁目 ３３－　４ 保留地

南新木一丁目 ３３－　５ 保留地

南新木一丁目 ３３－　６ 保留地

南新木一丁目 ３３－　７ 帰　属

南新木一丁目 ３３－　８ 新木 越後チリ ２１１７

南新木一丁目 ３３－　９ 布佐 北大作 ８７７

南新木一丁目 ３３－１０ 布佐 北大作 ８７４

南新木一丁目 ３３－１１ 保留地

南新木一丁目 ３３－１２ 保留地

南新木一丁目 ３３－１３ 保留地

南新木一丁目 ３３－１４ 保留地

南新木一丁目 ３３－１５ 保留地

南新木一丁目 ３３－１６ 保留地

南新木一丁目 ３３－１７ 保留地

南新木一丁目 ３３－１８ 保留地

南新木一丁目 ３４－　１ 新木 越後チリ ２１１９ 分割別紙３１号

南新木一丁目 ３４－　２ 保留地

南新木一丁目 ３４－　３ 新木 ビヤ田 ２４２０－１０

南新木一丁目 ３４－　４ 布佐 西大作 １９３５－５８

南新木一丁目 ３４－　５ 布佐 西大作 １９３５－７
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  17

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３４－　６ 布佐 西大作 １９３５－５７

南新木一丁目 ３４－　７ 布佐 西大作 １９３５－９

南新木一丁目 ３４－　８ 布佐 西大作 １９２４－１

南新木一丁目 ３４－　９ 保留地

南新木一丁目 ３４－１０ 保留地

南新木一丁目 ３４－１１ 布佐 西大作 １９３０－１

南新木一丁目 ３４－１２ 保留地

南新木一丁目 ３４－１３ 布佐 西大作 １９３０－２

南新木一丁目 ３４－１４ 保留地

南新木一丁目 ３４－１５ 布佐 西大作 １９０５ 合　併

布佐 西大作 １９０７－２

南新木一丁目 ３４－１６ 保留地

南新木一丁目 ３４－１７ 保留地

南新木一丁目 ３４－１８ 布佐 西大作 １９０７－３

南新木一丁目 ３４－１９ 布佐 西大作 １９３５－１７

南新木一丁目 ３４－２０ 保留地

南新木一丁目 ３４－２１ 新木 越後チリ ２１１６－２

南新木一丁目 ３４－２２ 保留地

南新木一丁目 ３４－２３ 保留地

南新木一丁目 ３４－２４ 布佐 西大作 １９３５－２

南新木一丁目 ３４－２５ 保留地

南新木一丁目 ３４－２６ 布佐 西大作 １９３５－３７

南新木一丁目 ３４－２７ 保留地

南新木一丁目 ３４－２８ 新木 越後チリ ２１４４－１

南新木一丁目 ３４－２９ 新木 大作台 ２０８４ 分割別紙２４号

南新木一丁目 ３４－３０ 布佐 西大作 １９３６－７６ 分割別紙７９号

南新木一丁目 ３５－　１ 布佐 西大作 １９３５－１６

南新木一丁目 ３５－　２ 新木 越後チリ ２１１８－４

南新木一丁目 ３５－　３ 布佐 西大作 １９３５－３

南新木一丁目 ３５－　４ 布佐 西大作 １９３５－６０

南新木一丁目 ３５－　５ 布佐 西大作 １９３５－６２

南新木一丁目 ３５－　６ 布佐 西大作 １９３５－４
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  18

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３５－　７ 布佐 西大作 １９３５－５

南新木一丁目 ３５－　８ 布佐 西大作 １９３５－１８

南新木一丁目 ３５－　９ 布佐 西大作 １９３５－５０

南新木一丁目 ３５－１０ 布佐 西大作 １９３５－５６

南新木一丁目 ３５－１１ 新木 ビヤ田 ２４２０－８

南新木一丁目 ３５－１２ 保留地

南新木一丁目 ３５－１３ 布佐 西大作 １９３５－６３

南新木一丁目 ３５－１４ 新木 越後チリ ２１１８－２ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－１２

南新木一丁目 ３５－１５ 新木 越後チリ ２１１８－１

南新木一丁目 ３６－　１ 布佐 西大作 １９１２ 分割別紙７４号

南新木一丁目 ３６－　２ 布佐 西大作 １９３５－４８

南新木一丁目 ３６－　３ 布佐 西大作 １９０７－７

南新木一丁目 ３６－　４ 布佐 西大作 １９００－２２

南新木一丁目 ３６－　５ 布佐 西大作 １９００－１０

南新木一丁目 ３６－　６ 布佐 西大作 １９００－９

南新木一丁目 ３６－　７ 布佐 西大作 １９００－８

南新木一丁目 ３６－　８ 布佐 西大作 １９００－５ 分割別紙７１号

南新木一丁目 ３６－　９ 布佐 北大作 ９１７－１１

南新木一丁目 ３６－１０ 布佐 北大作 ９１７－８

南新木一丁目 ３６－１１ 布佐 北大作 ９１７－１４ 合　併

布佐 原地丑高入 １８７９－３

南新木一丁目 ３６－１２ 布佐 北大作 ９１７－７

南新木一丁目 ３６－１３ 布佐 西大作 １９００－１

南新木一丁目 ３６－１４ 布佐 西大作 １９１７－２

南新木一丁目 ３６－１５ 布佐 西大作 １９０７－８

南新木一丁目 ３６－１６ 布佐 西大作 １９０７－１ 合　併

布佐 西大作 １９０７－９

南新木一丁目 ３６－１７ 布佐 西大作 １９３５－２１

南新木一丁目 ３６－１８ 布佐 西大作 １９３５－６ 分割別紙７８号

南新木一丁目 ３７－　１ 布佐 西大作 １９３５－３３

南新木一丁目 ３７－　２ 布佐 西大作 １９３５－３２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  19

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３７－　３ 布佐 西大作 １９０３

南新木一丁目 ３７－　４ 布佐 西大作 １９００－４

南新木一丁目 ３７－　５ 布佐 北大作 ８８０－４

南新木一丁目 ３７－　６ 布佐 北大作 ８８０－３

南新木一丁目 ３７－　７ 布佐 北大作 ８８０－２

南新木一丁目 ３７－　８ 布佐 北大作 ８８０－１

南新木一丁目 ３７－　９ 布佐 西大作 １９００－６

南新木一丁目 ３７－１０ 布佐 西大作 １９００－７

南新木一丁目 ３７－１１ 布佐 西大作 １９００－２０

南新木一丁目 ３７－１２ 布佐 西大作 １９００－２１

南新木一丁目 ３７－１３ 布佐 西大作 １９０７－４ 合　併

布佐 西大作 １９０７－５

南新木一丁目 ３７－１４ 布佐 西大作 １９０７－６

南新木一丁目 ３７－１５ 布佐 西大作 １９３５－４６

南新木一丁目 ３７－１６ 布佐 西大作 １９１２ 分割別紙７４号

南新木一丁目 ３８－　１ 布佐 西大作 １９３５－１４

南新木一丁目 ３８－　２ 布佐 西大作 １９３５－３１

南新木一丁目 ３８－　３ 布佐 西大作 １９３５－２０

南新木一丁目 ３８－　４ 布佐 西大作 １９３５－４４

南新木一丁目 ３８－　５ 布佐 西大作 １９３５－３５

南新木一丁目 ３８－　６ 布佐 西大作 １９３５－３４

南新木一丁目 ３８－　７ 布佐 西大作 １９３５－１１

南新木一丁目 ３８－　８ 新木 ビヤ田 ２４２０－５

南新木一丁目 ３８－　９ 保留地

南新木一丁目 ３８－１０ 布佐 西大作 １９３５－６ 分割別紙７８号

南新木一丁目 ３８－１１ 布佐 西大作 １９３５－２２

南新木一丁目 ３８－１２ 布佐 西大作 １９３５－１３

南新木一丁目 ３８－１３ 布佐 西大作 １９３５－１５

南新木一丁目 ３９－　１ 布佐 西大作 １９３５－２７

南新木一丁目 ３９－　２ 布佐 西大作 １９３５－２８

南新木一丁目 ３９－　３ 布佐 西大作 １９３５－２９

南新木一丁目 ３９－　４ 布佐 西大作 １９０２－３
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  20

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ３９－　５ 布佐 西大作 １９０２－１ 分割別紙７３号

南新木一丁目 ３９－　６ 布佐 西大作 １９３５－４３

南新木一丁目 ３９－　７ 布佐 西大作 １９３５－１９

南新木一丁目 ３９－　８ 布佐 西大作 １９３５－３０

南新木一丁目 ４０－　１ 布佐 西大作 １９０２－１ 分割別紙７３号

南新木一丁目 ４０－　２ 新木 越後チリ ２１５６－１ 分割別紙３７号

南新木一丁目 ４０－　３ 布佐 西大作 １９０２－４

南新木一丁目 ４１－　１ 布佐 西大作 １９０２－６

南新木一丁目 ４１－　２ 布佐 西大作 １９０２－９

南新木一丁目 ４１－　３ 新木 東 ２０５２－１ 合　併

布佐 北大作 ９１７－５

南新木一丁目 ４１－　４ 布佐 西大作 １９０２－５

南新木一丁目 ４１－　５ 布佐 北大作 ８７６－４ 合　併

布佐 北大作 ８７６－６

南新木一丁目 ４１－　６ 新木 大作台 ２０６７－５ 合　併

新木 大作台 ２０６７－１１

新木 大作台 ２０６７－１７

南新木一丁目 ４１－　７ 新木 東 ２０４５－２ 合　併

新木 東 ２０４９－５

新木 東 ２０５０－１

新木 東 ２０５０－２

南新木一丁目 ４１－　８ 保留地

南新木一丁目 ４１－　９ 保留地

南新木一丁目 ４１－１０ 布佐 西大作 １９０２－２

南新木一丁目 ４１－１１ 布佐 西大作 １９０２－８

南新木一丁目 ４１－１２ 布佐 西大作 １９０２－７

南新木一丁目 ４２－　１ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　２ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　３ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　４ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　５ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　６ 帰　属
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  21

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ４２－　７ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　８ 帰　属

南新木一丁目 ４２－　９ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１０ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１１ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１２ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１３ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１４ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１５ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１６ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１７ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１８ 帰　属

南新木一丁目 ４２－１９ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２０ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２１ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２２ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２３ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２４ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２５ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２６ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２７ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２８ 帰　属

南新木一丁目 ４２－２９ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３０ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３１ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３２ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３３ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３４ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３５ 帰　属

南新木一丁目 ４２－３６ 帰　属

南新木一丁目 ４３－　１ 布佐 北大作 ９０９－６ 合　併

布佐 北大作 ９１０－２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  22

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

布佐 北大作 ９１０－３

布佐 北大作 ９２８－８

南新木一丁目 ４３－　２ 布佐 北大作 ９２８－９ 分割別紙６９号

南新木一丁目 ４３－　３ 布佐 北大作 ９０９－５ 分割別紙６７号

南新木一丁目 ４３－　４ 布佐 北大作 ９２８－９ 分割別紙６９号

南新木二丁目 　１－　１ 保留地

南新木二丁目 　１－　２ 保留地

南新木二丁目 　２－　１ 保留地

南新木二丁目 　３－　１ 新木 大作台 ２０６７－１３

南新木二丁目 　３－　２ 保留地

南新木二丁目 　３－　３ 新木 大作台 ２０６７－８

南新木二丁目 　３－　４ 新木 大作台 ２１００ 分割別紙２７号

南新木二丁目 　３－　５ 新木 大作台 ２０６７－１ 分割別紙１９号

南新木二丁目 　３－　６ 新木 大作台 ２０６５－１ 合　併

新木 大作台 ２０６６－１

新木 大作台 ２０９９

南新木二丁目 　３－　７ 新木 大作台 ２０６４－１

南新木二丁目 　３－　８ 新木 大作台 ２０６７－１０

南新木二丁目 　４－　１ 新木 大作台 ２０６０－２ 合　併

新木 大作台 ２０６２－１

南新木二丁目 　４－　２ 新木 大作台 ２１０１ 分割別紙２８号

南新木二丁目 　４－　３ 保留地

南新木二丁目 　４－　４ 新木 大作台 ２０５３－５

南新木二丁目 　４－　５ 新木 大作台 ２０５７－３ 合　併

新木 大作台 ２０５７－４

南新木二丁目 　４－　６ 新木 大作台 ２０５６

南新木二丁目 　４－　７ 新木 大作台 ２０５４－２ 合　併

新木 大作台 ２０５５－１

南新木二丁目 　４－　８ 新木 大作台 ２０５７－１ 合　併

新木 大作台 ２０５８－１

南新木二丁目 　４－　９ 新木 大作台 ２１０２－２ 合　併

新木 大作台 ２１０２－３
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  23

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 　５－　１ 新木 大作台 ２０９７－２

南新木二丁目 　５－　２ 新木 大作台 ２１０７

南新木二丁目 　５－　３ 新木 大作台 ２１０１ 分割別紙２８号

南新木二丁目 　５－　４ 新木 大作台 ２１０４

南新木二丁目 　５－　５ 保留地

南新木二丁目 　５－　６ 保留地

南新木二丁目 　５－　７ 新木 大作台 ２１０５－１

南新木二丁目 　５－　８ 新木 大作台 ２１０３

南新木二丁目 　５－　９ 新木 大作台 ２０５３－１

南新木二丁目 　５－１０ 保留地

南新木二丁目 　５－１１ 新木 大作台 ２１０２－１

南新木二丁目 　５－１２ 新木 大作台 ２０６７－７ 合　併

新木 大作台 ２０６７－９

南新木二丁目 　５－１３ 新木 大作台 ２１００ 分割別紙２７号

南新木二丁目 　５－１４ 新木 大作台 ２０９８

南新木二丁目 　６－　１ 新木 越後チリ ２１５６－１ 分割別紙３７号

南新木二丁目 　６－　２ 新木 大作台 ２１０８

南新木二丁目 　６－　３ 新木 大作台 ２１１２－１ 分割別紙３０号

南新木二丁目 　６－　４ 新木 大作台 ２１１２－３

南新木二丁目 　６－　５ 新木 大作台 ２１１２－２

南新木二丁目 　７－　１ 新木 大作台 ２１１１ 分割別紙２９号

南新木二丁目 　７－　２ 新木 大作台 ２１０９ 合　併

新木 大作台 ２１１０

南新木二丁目 　７－　３ 新木 大作台 ２１０６－２

南新木二丁目 　７－　４ 新木 大作台 ２１０５－２ 合　併

新木 大作台 ２１０６－１

南新木二丁目 　７－　５ 保留地

南新木二丁目 　７－　６ 新木 大作台 ２１１４－２

南新木二丁目 　７－　７ 新木 大作台 ２１１４－３

南新木二丁目 　７－　８ 新木 ビヤ田 ２３９９－２ 分割別紙４０号

南新木二丁目 　７－　９ 新木 ビヤ田 ２３９９－４ 合　併

新木 ビヤ田 ２４２０－１３
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  24

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 　７－１０ 新木 大作台 ２１１４－４

南新木二丁目 　７－１１ 新木 大作台 ２１１４－１

南新木二丁目 　８－　１ 新木 大作台 ２１１２－１ 分割別紙３０号

南新木二丁目 　８－　２ 新木 大作台 ２１１１ 分割別紙２９号

南新木二丁目 　８－　３ 新木 越後チリ ２１１６－１

南新木二丁目 　８－　４ 新木 越後チリ ２１１６－３

南新木二丁目 　８－　５ 新木 大作台 ２１１５－１

南新木二丁目 　８－　６ 保留地

南新木二丁目 　８－　７ 新木 越後チリ ２１１８－１１

南新木二丁目 　８－　８ 新木 越後チリ ２１１６－４

南新木二丁目 　８－　９ 新木 大作台 ２１１３－１

南新木二丁目 　９－　１ 新木 大作台 ２０７４－２ 合　併

新木 大作台 ２０７４－４

南新木二丁目 　９－　２ 新木 大作台 ２０７４－５

南新木二丁目 　９－　３ 新木 大作台 ２０８８－４ 合　併

新木 大作台 ２０８８－６

南新木二丁目 　９－　４ 新木 大作台 ２０８８－５ 合　併

新木 大作台 ２０８８－７

南新木二丁目 　９－　５ 新木 大作台 ２０９４－２

南新木二丁目 　９－　６ 新木 大作台 ２１１２－１ 分割別紙３０号

南新木二丁目 　９－　７ 新木 大作台 ２０９２

南新木二丁目 　９－　８ 新木 越後チリ ２１２３ 分割別紙３３号

南新木二丁目 　９－　９ 新木 大作台 ２０９３－３

南新木二丁目 　９－１０ 新木 大作台 ２０９３－２

南新木二丁目 　９－１１ 新木 大作台 ２０９５

南新木二丁目 　９－１２ 新木 大作台 ２０９６

南新木二丁目 １０－　１ 新木 越後チリ ２１７１ 合　併

新木 越後チリ ２１７２

新木 越後チリ ２１８５－１

新木 越後チリ ２１８５－２

南新木二丁目 １０－　２ 新木 ビヤ田 ２３８６－２

南新木二丁目 １０－　３ 新木 ビヤ田 ２３９４
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  25

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 １０－　４ 帰　属

南新木二丁目 １０－　５ 新木 大作台 ２０９０－１ 分割別紙２６号

南新木二丁目 １０－　６ 新木 大作台 ２０９０－２

南新木二丁目 １０－　７ 新木 越後チリ ２１６２－１

南新木二丁目 １０－　８ 新木 越後チリ ２１２３ 分割別紙３３号

南新木二丁目 １０－　９ 新木 大作台 ２０９１ 合　併

新木 越後チリ ２１３３－２－１

南新木二丁目 １０－１０ 新木 越後チリ ２１６２－３

南新木二丁目 １０－１１ 新木 越後チリ ２１６２－２

南新木二丁目 １１－　１ 新木 大作台 ２１１３－３

南新木二丁目 １１－　２ 新木 大作台 ２１１３－４

南新木二丁目 １１－　３ 新木 大作台 ２１１３－２

南新木二丁目 １１－　４ 新木 越後チリ ２１２２－１

南新木二丁目 １１－　５ 保留地

南新木二丁目 １１－　６ 新木 大作台 ２１１５－４

南新木二丁目 １１－　７ 新木 大作台 ２１１５－３

南新木二丁目 １１－　８ 新木 大作台 ２１１５－２

南新木二丁目 １１－　９ 保留地

南新木二丁目 １１－１０ 新木 南 １９２０－２ 分割別紙１４号

南新木二丁目 １１－１１ 新木 越後チリ ２１２４－１

南新木二丁目 １２－　１ 新木 越後チリ ２１６１－６ 合　併

新木 越後チリ ２１６１－７

新木 越後チリ ２１６１－８

南新木二丁目 １２－　２ 新木 越後チリ ２１２４－２

南新木二丁目 １２－　３ 新木 越後チリ ２１２５－４

南新木二丁目 １２－　４ 新木 越後チリ ２１２５－２

南新木二丁目 １２－　５ 新木 越後チリ ２１１８－３

南新木二丁目 １２－　６ 新木 越後チリ ２１１８－５ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－６

南新木二丁目 １２－　７ 新木 越後チリ ２１１８－７ 合　併

新木 越後チリ ２１１８－８

南新木二丁目 １２－　８ 新木 越後チリ ２１１８－９ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  26

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 越後チリ ２１１８－１０

南新木二丁目 １２－　９ 新木 越後チリ ２１１９ 分割別紙３１号

南新木二丁目 １２－１０ 保留地

南新木二丁目 １２－１１ 布佐 西大作 １９３５－１２

南新木二丁目 １２－１２ 新木 越後チリ ２１２５－６

南新木二丁目 １２－１３ 保留地

南新木二丁目 １２－１４ 新木 越後チリ ２１２４－３

南新木二丁目 １２－１５ 新木 越後チリ ２１４５－２ 合　併

布佐 西大作 １９３６－５４

南新木二丁目 １２－１６ 新木 越後チリ ２１５２－２

南新木二丁目 １２－１７ 保留地

南新木二丁目 １２－１８ 新木 越後チリ ２１５０－４

南新木二丁目 １２－１９ 保留地

南新木二丁目 １２－２０ 新木 越後チリ ２１５９－２ 合　併

新木 越後チリ ２１６０－２

新木 越後チリ ２１６０－４

新木 越後チリ ２１６１－５

南新木二丁目 １２－２１ 保留地

南新木二丁目 １２－２２ 新木 越後チリ ２１６１－１

南新木二丁目 １２－２３ 保留地

南新木二丁目 １２－２４ 新木 越後チリ ２１６７－２

南新木二丁目 １２－２５ 保留地

南新木二丁目 １２－２６ 新木 越後チリ ２１６７－１

南新木二丁目 １２－２７ 保留地

南新木二丁目 １２－２８ 新木 越後チリ ２１２４－４

南新木二丁目 １２－２９ 新木 大作台 ２０８８－２

南新木二丁目 １２－３０ 保留地

南新木二丁目 １２－３１ 新木 大作台 ２０８８－３

南新木二丁目 １３－　１ 新木 大作台 ２０８６－４ 合　併

新木 大作台 ２０８６－５

南新木二丁目 １３－　２ 新木 大作台 ２０８６－１ 分割別紙２５号

南新木二丁目 １３－　３
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  27

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 １３－　４ 新木 大作台 ２０８６－３

南新木二丁目 １３－　５ 新木 大作台 ２０８９

南新木二丁目 １３－　６ 新木 越後チリ ２１６６ 合　併

新木 越後チリ ２１７７

南新木二丁目 １３－　７ 新木 大作台 ２０９０－１ 分割別紙２６号

南新木二丁目 １３－　８ 新木 越後チリ ２１６８－１ 分割別紙３８号

南新木二丁目 １３－　９ 新木 越後チリ ２１６３－２

南新木二丁目 １３－１０ 新木 越後チリ ２１５６－２

南新木二丁目 １３－１１ 新木 越後チリ ２１６５

南新木二丁目 １３－１２ 新木 越後チリ ２１７５

南新木二丁目 １３－１３ 新木 大作台 ２０８６－１ 分割別紙２５号

南新木二丁目 １３－１４ 新木 大作台 ２０８６－２

南新木二丁目 １３－１５ 新木 越後チリ ２１７９

南新木二丁目 １３－１６ 新木 越後チリ ２１７８

南新木二丁目 １４－　１ 保留地

南新木二丁目 １４－　２ 保留地

南新木二丁目 １４－　３ 保留地

南新木二丁目 １４－　４ 保留地

南新木二丁目 １４－　５ 保留地

南新木二丁目 １４－　６ 保留地

南新木二丁目 １４－　７ 保留地

南新木二丁目 １４－　８ 保留地

南新木二丁目 １４－　９ 保留地

南新木二丁目 １４－１０ 保留地

南新木二丁目 １４－１１ 保留地

南新木二丁目 １４－１２ 保留地

南新木二丁目 １４－１３ 保留地

南新木二丁目 １４－１４ 保留地

南新木二丁目 １４－１５ 保留地

南新木二丁目 １４－１６ 保留地

南新木二丁目 １４－１７ 保留地

南新木二丁目 １４－１８ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  28

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 １４－１９ 保留地

南新木二丁目 １４－２０ 保留地

南新木二丁目 １４－２１ 保留地

南新木二丁目 １４－２２ 保留地

南新木二丁目 １４－２３ 保留地

南新木二丁目 １４－２４ 保留地

南新木二丁目 １４－２５ 保留地

南新木二丁目 １５－　１ 新木 越後チリ ２１７６－４

南新木二丁目 １５－　２ 新木 越後チリ ２１７６－１

南新木二丁目 １５－　３ 新木 越後チリ ２１７６－５

南新木二丁目 １５－　４ 新木 越後チリ ２１６１－２ 合　併

新木 越後チリ ２１６１－３

新木 越後チリ ２１６１－９

南新木二丁目 １５－　５ 新木 越後チリ ２１２５－５

南新木二丁目 １５－　６ 新木 越後チリ ２１２５－１

南新木二丁目 １５－　７ 新木 越後チリ ２１２５－３

南新木二丁目 １５－　８ 保留地

南新木二丁目 １５－　９ 新木 越後チリ ２１２６－３ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－４

南新木二丁目 １５－１０ 新木 越後チリ ２１２６－５

南新木二丁目 １５－１１ 新木 越後チリ ２１２０ 分割別紙３２号

南新木二丁目 １５－１２ 新木 越後チリ ２１２６－１２

南新木二丁目 １５－１３ 新木 越後チリ ２１２６－８

南新木二丁目 １５－１４ 新木 越後チリ ２１２６－１ 合　併

新木 越後チリ ２１２６－１０

新木 越後チリ ２１２６－２０

南新木二丁目 １５－１５ 新木 越後チリ ２１２６－１１

南新木二丁目 １５－１６ 新木 越後チリ ２１２６－６

南新木二丁目 １５－１７ 新木 越後チリ ２１２６－７

南新木二丁目 １５－１８ 新木 越後チリ ２１２５－７

南新木二丁目 １５－１９ 新木 越後チリ ２１５７ 合　併

新木 越後チリ ２１６１－４
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  29

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 １６－　１ 新木 越後チリ ２１５８

南新木二丁目 １６－　２ 新木 越後チリ ２１６８－１ 分割別紙３８号

南新木二丁目 １６－　３ 新木 越後チリ ２１２２－２

南新木二丁目 １６－　４ 保留地

南新木二丁目 １６－　５ 新木 越後チリ ２１２０ 分割別紙３２号

南新木二丁目 １６－　６ 帰　属

南新木二丁目 １６－　７ 保留地

南新木二丁目 １６－　８ 保留地

南新木二丁目 １６－　９ 保留地

南新木二丁目 １６－１０ 保留地

南新木二丁目 １６－１１ 保留地

南新木二丁目 １６－１２ 布佐 北大作 ９１０－１ 合　併

布佐 北大作 ９１０－４

南新木二丁目 １６－１３ 新木 越後チリ ２１２１

南新木二丁目 １６－１４ 新木 越後チリ ２１４９

南新木二丁目 １６－１５ 新木 越後チリ ２１６８－４ 合　併

新木 越後チリ ２１６８－５

南新木二丁目 １６－１６ 新木 越後チリ ２１７６－２

南新木二丁目 １７－　１ 新木 越後チリ ２１５０－１ 合　併

新木 越後チリ ２１５０－２

新木 越後チリ ２１５０－３

南新木二丁目 １７－　２ 新木 越後チリ ２１５１ 分割別紙３６号

南新木二丁目 １７－　３ 保留地

南新木二丁目 １７－　４ 保留地

南新木二丁目 １７－　５ 保留地

南新木二丁目 １７－　６ 新木 越後チリ ２１７４－３

南新木二丁目 １７－　７ 新木 越後チリ ２１７４－１

南新木二丁目 １７－　８ 新木 越後チリ ２１７４－４

南新木二丁目 １７－　９ 新木 越後チリ ２１７４－２

南新木二丁目 １７－１０ 新木 越後チリ ２１６８－２

南新木二丁目 １７－１１ 新木 越後チリ ２１５６－３

南新木二丁目 １７－１２ 新木 越後チリ ２１４５－１ 合　併

新

72



新・旧 地 番 対 照 表

No.  30

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 越後チリ ２１４６－２

南新木二丁目 １７－１３ 新木 越後チリ ２１２９－２ 合　併

新木 越後チリ ２１４１

新木 越後チリ ２１６８－３

南新木二丁目 １７－１４ 新木 越後チリ ２１４４－２

南新木二丁目 １７－１５ 新木 越後チリ ２１４４－３

南新木二丁目 １７－１６ 新木 越後チリ ２１４０

南新木二丁目 １７－１７ 保留地

南新木二丁目 １７－１８ 新木 越後チリ ２１５４－１

南新木二丁目 １７－１９ 保留地

南新木二丁目 １７－２０ 新木 越後チリ ２１４６－１

南新木二丁目 １７－２１ 新木 越後チリ ２１４７

南新木二丁目 １７－２２ 新木 越後チリ ２１５３－１ 合　併

新木 越後チリ ２１５３－２

新木 越後チリ ２１５５－１

南新木二丁目 １７－２３ 新木 越後チリ ２１５３－３ 合　併

新木 越後チリ ２１５３－４

新木 越後チリ ２１５３－７

新木 越後チリ ２１５３－８

南新木二丁目 １７－２４ 新木 越後チリ ２１５３－５ 合　併

新木 越後チリ ２１５３－６

新木 越後チリ ２１５３－９

新木 越後チリ ２１５３－１０

南新木二丁目 １７－２５ 新木 越後チリ ２１５４－２

南新木二丁目 １７－２６ 新木 越後チリ ２１６９－１

南新木二丁目 １７－２７ 新木 越後チリ ２１３８－２

南新木二丁目 １７－２８ 新木 越後チリ ２１５１ 分割別紙３６号

南新木二丁目 １７－２９ 新木 越後チリ ２１５５－２

南新木二丁目 １８－　１ 新木 ビヤ田 ２３８７－１ 合　併

新木 ビヤ田 ２３８７－２

南新木二丁目 １８－　２ 新木 越後チリ ２１８３－３ 分　割

南新木二丁目 １８－　３
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  31

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 １８－　４ 新木 越後チリ ２１８３－２

南新木二丁目 １８－　５ 新木 越後チリ ２１７３－１ 合　併

新木 越後チリ ２１７３－２

新木 越後チリ ２１８３－１

南新木二丁目 １８－　６ 新木 越後チリ ２１６９－３

南新木二丁目 １８－　７ 新木 ビヤ田 ２３９１－２

南新木二丁目 １８－　８ 保留地

南新木二丁目 １８－　９ 保留地

南新木二丁目 １８－１０ 保留地

南新木二丁目 １９－　１ 帰　属

南新木二丁目 ２０－　１ 新木 越後チリ ２１８０

南新木二丁目 ２０－　２ 新木 越後チリ ２１８２

南新木二丁目 ２０－　３ 新木 越後チリ ２１７０ 合　併

新木 ビヤ田 ２３９５

南新木二丁目 ２０－　４ 保留地

南新木二丁目 ２０－　５ 保留地

南新木二丁目 ２０－　６ 保留地

南新木二丁目 ２０－　７ 新木 越後チリ ２１８１

南新木二丁目 ２１－　１ 新木 大作台 ２０７９

南新木二丁目 ２１－　２ 新木 大作台 ２０８５

南新木二丁目 ２１－　３ 新木 羽黒 ２４７２－４ 分割別紙４４号

南新木二丁目 ２１－　４ 新木 大作台 ２０８４ 分割別紙２４号

南新木二丁目 ２１－　５ 新木 大作台 ２０８７－２

南新木二丁目 ２１－　６ 新木 大作台 ２０８１ 分割別紙２２号

南新木二丁目 ２１－　７ 新木 大作台 ２０８３ 分割別紙２３号

南新木二丁目 ２１－　８ 新木 大作台 ２０８７－１

南新木二丁目 ２２－　１ 新木 大作台 ２０７０－３

南新木二丁目 ２２－　２ 保留地

南新木二丁目 ２２－　３ 新木 大作台 ２０７５－３

南新木二丁目 ２２－　４ 新木 大作台 ２０７３

南新木二丁目 ２２－　５ 新木 大作台 ２０７５－２ 分割別紙２０号

南新木二丁目 ２２－　６ 新木 大作台 ２０７４－１ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  32

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 大作台 ２０７４－３

新木 大作台 ２０７５－１

新木 大作台 ２０７５－４

南新木二丁目 ２２－　７ 新木 大作台 ２０８０ 分割別紙２１号

南新木二丁目 ２２－　８ 新木 大作台 ２０７０－６ 合　併

新木 大作台 ２０７０－７

南新木二丁目 ２２－　９ 保留地

南新木二丁目 ２３－　１ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　２ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　３ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　４ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　５ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　６ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　７ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　８ 帰　属

南新木二丁目 ２３－　９ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１０ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１１ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１２ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１３ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１４ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１５ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１６ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１７ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１８ 帰　属

南新木二丁目 ２３－１９ 帰　属

南新木二丁目 ２３－２０ 帰　属

南新木二丁目 ２３－２１ 帰　属

南新木二丁目 ２３－２２ 帰　属

南新木二丁目 ２３－２３ 帰　属

南新木二丁目 ２３－２４ 帰　属

南新木二丁目 ２４－　１ 布佐 北大作 ９０９－５ 分割別紙６７号
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  33

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 ２４－　２ 布佐 北大作 ８８８－６

南新木二丁目 ２４－　３ 布佐 北大作 ９０９－５ 分割別紙６７号

南新木三丁目 　１－　１ 新木 南 １９５６－２

南新木三丁目 　１－　２ 新木 南 １９５７－１ 分割別紙１８号

南新木三丁目 　１－　３

南新木三丁目 　２－　１ 新木 南 １９４２－１

南新木三丁目 　２－　２ 新木 大作台 ２０７１－１

南新木三丁目 　２－　３ 新木 大作台 ２０６７－１ 分割別紙１９号

南新木三丁目 　２－　４ 新木 大作台 ２０７０－１ 合　併

新木 大作台 ２０７０－４

新木 大作台 ２０７２－１

新木 大作台 ２０８８－１

南新木三丁目 　２－　５ 新木 大作台 ２０７６

南新木三丁目 　２－　６ 新木 大作台 ２０７７

南新木三丁目 　２－　７ 新木 南 １９２１ 分割別紙１５号

南新木三丁目 　２－　８ 新木 大作台 ２０７０－８

南新木三丁目 　３－　１ 新木 南 １９４３－３

南新木三丁目 　３－　２ 新木 南 １９１０－１ 分割別紙１０号

南新木三丁目 　３－　３ 新木 南 １９３６－１ 合　併

新木 南 １９３９

南新木三丁目 　３－　４ 新木 南 １９４１

南新木三丁目 　３－　５ 新木 南 １９３６－２

南新木三丁目 　４－　１ 新木 南 １９１１－１

南新木三丁目 　４－　２ 新木 南 １９１５

南新木三丁目 　４－　３ 新木 南 １９１６

南新木三丁目 　４－　４ 新木 南 １９０９－１ 分割別紙８号

南新木三丁目 　４－　５ 新木 南 １９０９－６

南新木三丁目 　４－　６ 新木 南 １９３３－４

南新木三丁目 　４－　７ 新木 南 １９３２－１ 合　併

新木 南 １９３３－１

南新木三丁目 　４－　８ 新木 南 １９０９－１ 分割別紙８号

南新木三丁目 　４－　９ 新木 南 １９０９－８ 分割別紙９号
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  34

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木三丁目 　５－　１ 新木 南 １９１０－１ 分割別紙１０号

南新木三丁目 　５－　２ 新木 南 １９３１ 合　併

新木 南 １９３４

南新木三丁目 　５－　３ 新木 南 １９０９－７

南新木三丁目 　５－　４ 新木 南 １９０９－８ 分割別紙９号

南新木三丁目 　５－　５ 新木 南 １９３５－１ 分割別紙１６号

南新木三丁目 　５－　６ 新木 南 １９４４－１

南新木三丁目 　５－　７ 新木 南 １９４３－１

南新木三丁目 　５－　８ 新木 南 １９４０

南新木三丁目 　５－　９ 新木 南 １９３７ 分割別紙１７号

南新木三丁目 　５－１０ 新木 南 １９３５－２

南新木三丁目 　６－　１ 新木 南 １９１４－１ 分割別紙１２号

南新木三丁目 　６－　２ 新木 ビヤ田 ２４０２－７

南新木三丁目 　６－　３ 新木 南 １９１３ 分割別紙１１号

南新木三丁目 　６－　４ 新木 南 １９３５－１ 分割別紙１６号

南新木三丁目 　６－　５ 新木 南 １９３８

南新木三丁目 　６－　６ 新木 南 １９２７－１

南新木三丁目 　６－　７ 新木 南 １９２７－２

南新木三丁目 　６－　８ 新木 南 １９２６－２ 合　併

新木 南 １９２６－３

南新木三丁目 　６－　９ 保留地

南新木三丁目 　６－１０ 新木 ビヤ田 ２４２０－９

南新木三丁目 　６－１１ 新木 南 １８８６ 分割別紙３号

南新木三丁目 　７－　１ 新木 南 １８８９－１

南新木三丁目 　７－　２ 新木 南 １９１３ 分割別紙１１号

南新木三丁目 　７－　３ 新木 南 １８８９－２

南新木三丁目 　７－　４ 新木 南 １９３０

南新木三丁目 　７－　５ 新木 南 １９２９ 分　割

南新木三丁目 　７－　６

南新木三丁目 　７－　７ 新木 南 １９２４ 合　併

新木 南 １９２５

新木 南 １９２６－１
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  35

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木三丁目 　７－　８ 新木 南 １９２６－４

南新木三丁目 　７－　９ 新木 南 １９２０－３ 合　併

新木 南 １９２０－４

南新木三丁目 　７－１０ 保留地

南新木三丁目 　７－１１ 新木 南 １９１８ 分割別紙１３号

南新木三丁目 　７－１２ 新木 羽黒 ２４９０ 分割別紙４９号

南新木三丁目 　７－１３ 新木 南 １９１４－３

南新木三丁目 　８－　１ 新木 南 １８８８－１ 分割別紙５号

南新木三丁目 　８－　２ 新木 南 １９１４－２ 合　併

新木 南 １９１４－４

新木 南 １９１４－５

南新木三丁目 　８－　３ 新木 南 １９１７

南新木三丁目 　８－　４ 新木 南 １９１８ 分割別紙１３号

南新木三丁目 　８－　５ 新木 南 １９１９

南新木三丁目 　８－　６ 新木 南 １９２２－２

南新木三丁目 　８－　７ 新木 南 １９２２－３

南新木三丁目 　８－　８ 新木 南 １９２０－２ 分割別紙１４号

南新木三丁目 　８－　９ 新木 南 １９２０－１ 分　割

南新木三丁目 　８－１０

南新木三丁目 　８－１１ 新木 ビヤ田 ２３９７－５

南新木三丁目 　９－　１ 新木 ビヤ田 ２４０２－３

南新木三丁目 　９－　２ 保留地

南新木三丁目 　９－　３ 保留地

南新木三丁目 　９－　４ 保留地

南新木三丁目 　９－　５ 新木 ビヤ田 ２３９８－３ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０３－１

新木 ビヤ田 ２４０３－２

南新木三丁目 　９－　６ 保留地

南新木三丁目 　９－　７ 保留地

南新木三丁目 　９－　８ 新木 南 １８５９－６

南新木三丁目 　９－　９ 新木 ビヤ田 ２４０２－２

南新木三丁目 　９－１０ 新木 ビヤ田 ２３９９－９ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  36

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 ビヤ田 ２３９９－１０

南新木三丁目 　９－１１ 保留地

南新木三丁目 　９－１２ 新木 ビヤ田 ２３９８－６ 合　併

新木 ビヤ田 ２３９８－８

南新木三丁目 　９－１３ 新木 ビヤ田 ２３９８－１

南新木三丁目 　９－１４ 新木 ビヤ田 ２３９８－７ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０３－５

新木 ビヤ田 ２４０４

南新木三丁目 　９－１５ 新木 ビヤ田 ２３９７－２

南新木三丁目 　９－１６ 保留地

南新木三丁目 １０－　１ 新木 南 １９２８－１ 合　併

新木 南 １９２８－２

新木 大作台 ２０７８－１

新木 大作台 ２０７８－２

新木 大作台 ２０７８－３

南新木三丁目 １０－　２ 新木 大作台 ２０８１ 分割別紙２２号

南新木三丁目 １０－　３ 新木 大作台 ２０８２－２

南新木三丁目 １０－　４ 新木 大作台 ２０８２－１

南新木三丁目 １０－　５ 新木 南 １９２２－１

南新木三丁目 １０－　６ 新木 ビヤ田 ２４０１

南新木三丁目 １０－　７ 新木 ビヤ田 ２４００

南新木三丁目 １０－　８ 新木 ビヤ田 ２４０２－５

南新木三丁目 １０－　９ 新木 ビヤ田 ２４０２－６

南新木三丁目 １０－１０ 新木 ビヤ田 ２４０２－８

南新木三丁目 １０－１１ 新木 ビヤ田 ２４０２－１

南新木三丁目 １０－１２ 新木 南 １９２１ 分割別紙１５号

南新木三丁目 １０－１３ 新木 南 １９２３

南新木三丁目 １０－１４ 新木 南 １９３７ 分割別紙１７号

南新木三丁目 １１－　１ 新木 ビヤ田 ２３９９－１

南新木三丁目 １１－　２ 保留地

南新木三丁目 １１－　３ 新木 大作台 ２０７５－２ 分割別紙２０号

南新木三丁目 １１－　４ 新木 ビヤ田 ２３８８ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  37

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 ビヤ田 ２３８９

新木 ビヤ田 ２３９３－１

新木 ビヤ田 ２３９３－２

新木 ビヤ田 ２３９６

南新木三丁目 １１－　５ 布佐 北大作 ９１６ 分割別紙６８号

南新木三丁目 １１－　６ 新木 ビヤ田 ２３９９－３

南新木三丁目 １２－　１ 帰　属

南新木三丁目 １３－　１ 新木 ビヤ田 ２４０９－２ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１０－２

新木 ビヤ田 ２４１１

南新木三丁目 １３－　２ 新木 ビヤ田 ２４０７ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０８－１

新木 ビヤ田 ２４０８－２

南新木三丁目 １３－　３ 新木 ビヤ田 ２３９２－１

南新木三丁目 １３－　４ 保留地

南新木三丁目 １３－　５ 保留地

南新木三丁目 １３－　６ 保留地

南新木三丁目 １３－　７ 新木 ビヤ田 ２３９０－２

南新木三丁目 １３－　８ 新木 大作台 ２０８０ 分割別紙２１号

南新木三丁目 １４－　１ 新木 羽黒 ２４３４－５

南新木三丁目 １４－　２ 新木 羽黒 ２４３０－２

南新木三丁目 １４－　３ 新木 羽黒 ２４３０－１

南新木三丁目 １４－　４ 新木 羽黒 ２４２７

南新木三丁目 １４－　５ 新木 ビヤ田 ２４２１－１

南新木三丁目 １４－　６ 新木 ビヤ田 ２４２２－１

南新木三丁目 １４－　７ 新木 ビヤ田 ２４１３

南新木三丁目 １４－　８ 新木 ビヤ田 ２４１２－１

南新木三丁目 １４－　９ 新木 ビヤ田 ２４０６

南新木三丁目 １４－１０ 新木 ビヤ田 ２３９７－６

南新木三丁目 １４－１１ 新木 ビヤ田 ２３９７－１ 分割別紙３９号

南新木三丁目 １４－１２ 新木 ビヤ田 ２４１４－１ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１４－２

新

80



新・旧 地 番 対 照 表

No.  38

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 ビヤ田 ２４１５－２

南新木三丁目 １４－１３ 新木 ビヤ田 ２４１６－２

南新木三丁目 １４－１４ 新木 ビヤ田 ２４１６－４

南新木三丁目 １４－１５ 保留地

南新木三丁目 １４－１６ 新木 ビヤ田 ２４１７－４ 合　併

新木 ビヤ田 ２４１７－５

新木 ビヤ田 ２４１７－６

新木 ビヤ田 ２４１７－７

新木 ビヤ田 ２４１７－８

南新木三丁目 １４－１７ 新木 ビヤ田 ２４２４－３

南新木三丁目 １４－１８ 新木 ビヤ田 ２４２３

南新木三丁目 １４－１９ 新木 ビヤ田 ２４２４－２

南新木三丁目 １４－２０ 新木 羽黒 ２４２６－１

南新木三丁目 １４－２１ 新木 羽黒 ２４３２－２ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－２

南新木三丁目 １４－２２ 保留地

南新木三丁目 １５－　１ 新木 羽黒 ２４２９ 分割別紙４１号

南新木三丁目 １５－　２ 新木 大作台 ２０９７－１

南新木三丁目 １５－　３ 新木 越後チリ ２１５６－１ 分割別紙３７号

南新木三丁目 １５－　４ 保留地

南新木三丁目 １５－　５ 保留地

南新木三丁目 １５－　６ 保留地

南新木三丁目 １５－　７ 保留地

南新木三丁目 １５－　８ 保留地

南新木三丁目 １５－　９ 新木 大作台 ２０６７－１６ 合　併

新木 大作台 ２０７０－９

新木 大作台 ２０７２－３

新木 大作台 ２０９４－１

新木 羽黒 ２５０８－２

布佐 西大作 １９０２－１０

南新木三丁目 １５－１０ 保留地

南新木三丁目 １５－１１ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  39

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木三丁目 １５－１２ 保留地

南新木三丁目 １５－１３ 保留地

南新木三丁目 １５－１４ 保留地

南新木三丁目 １５－１５ 保留地

南新木三丁目 １５－１６ 保留地

南新木三丁目 １５－１７ 保留地

南新木三丁目 １５－１８ 保留地

南新木三丁目 １５－１９ 保留地

南新木三丁目 １５－２０ 保留地

南新木三丁目 １５－２１ 保留地

南新木三丁目 １５－２２ 保留地

南新木三丁目 １５－２３ 保留地

南新木三丁目 １５－２４ 保留地

南新木三丁目 １６－　１ 新木 ビヤ田 ２４２１－１０

南新木三丁目 １６－　２ 新木 ビヤ田 ２４２１－１１

南新木三丁目 １６－　３ 新木 ビヤ田 ２４２０－１

南新木三丁目 １６－　４ 保留地

南新木三丁目 １６－　５ 新木 ビヤ田 ２４２０－７

南新木三丁目 １６－　６ 新木 ビヤ田 ２４２０－６

南新木三丁目 １６－　７ 新木 ビヤ田 ２４２０－４

南新木三丁目 １６－　８ 新木 ビヤ田 ２４２０－１１

南新木三丁目 １６－　９ 新木 ビヤ田 ２４２０－３

南新木三丁目 １６－１０ 新木 ビヤ田 ２４２０－２

南新木三丁目 １６－１１ 新木 ビヤ田 ２４１９－３

南新木三丁目 １６－１２ 新木 ビヤ田 ２４１９－１

南新木三丁目 １６－１３ 新木 南 １８８７ 分割別紙４号

南新木三丁目 １６－１４ 新木 ビヤ田 ２４２２－２

南新木三丁目 １６－１５ 新木 ビヤ田 ２４２０－１２

南新木三丁目 １６－１６ 新木 ビヤ田 ２４２２－３

南新木三丁目 １６－１７ 保留地

南新木三丁目 １６－１８ 保留地

南新木三丁目 １６－１９ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  40

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木三丁目 １６－２０ 新木 ビヤ田 ２４２１－３

南新木三丁目 １６－２１ 新木 ビヤ田 ２４２１－７

南新木三丁目 １７－　１ 新木 南 １８８１－４ 合　併

新木 南 １８８１－５

新木 南 １８８２－１

南新木三丁目 １７－　２ 新木 南 １８８１－３ 合　併

新木 南 １８８３－２

南新木三丁目 １７－　３ 新木 南 １８８１－１ 合　併

新木 南 １８８３－１

南新木三丁目 １７－　４ 新木 南 １８８５－１

南新木三丁目 １７－　５ 新木 南 １８８８－１ 分割別紙５号

南新木三丁目 １７－　６ 新木 南 １８８８－２

南新木三丁目 １７－　７ 新木 南 １８６８－２

南新木三丁目 １７－　８ 新木 南 １８８４－２

南新木三丁目 １７－　９ 新木 南 １８８４－１

南新木三丁目 １７－１０ 新木 南 １８８３－３

南新木三丁目 １８－　１ 新木 セイシ前 ２５２１ 分割別紙５６号

南新木三丁目 １８－　２ 新木 南 １８７７－１ 分割別紙２号

南新木三丁目 １８－　３ 新木 南 １８７９

南新木三丁目 １８－　４ 新木 南 １８９２－２

南新木三丁目 １８－　５ 新木 南 １８８５－２ 合　併

新木 南 １８９２－１

南新木三丁目 １８－　６ 新木 南 １９１４－１ 分割別紙１２号

南新木三丁目 １８－　７ 新木 ビヤ田 ２４１７－２

南新木三丁目 １９－　１ 新木 南 １８７５

南新木三丁目 １９－　２ 新木 南 １８９３ 分割別紙６号

南新木三丁目 １９－　３ 新木 南 １８９０ 合　併

新木 南 １８９２－３

南新木三丁目 １９－　４ 新木 南 １８９１

南新木三丁目 １９－　５ 新木 南 １８８６ 分割別紙３号

南新木三丁目 １９－　６ 新木 南 １８７８

南新木三丁目 １９－　７ 新木 南 １８７７－３ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  41

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 南 １８８０－３

南新木三丁目 １９－　８ 新木 南 １８７６－１ 合　併

新木 南 １８７６－２

南新木三丁目 ２０－　１ 新木 南 １８５９－２ 分割別紙１号

南新木三丁目 ２０－　２ 新木 南 １８９５ 分割別紙７号

南新木三丁目 ２０－　３ 新木 南 １８９４－１

南新木三丁目 ２０－　４ 新木 南 １８９４－２

南新木三丁目 ２０－　５ 新木 南 １８９４－３

南新木三丁目 ２０－　６ 新木 南 １８９４－４

南新木三丁目 ２０－　７ 新木 南 １８９４－５

南新木三丁目 ２０－　８ 新木 南 １８９４－６

南新木三丁目 ２０－　９ 新木 南 １８９３ 分割別紙６号

南新木三丁目 ２０－１０ 新木 南 １８８７ 分割別紙４号

南新木三丁目 ２０－１１ 新木 南 １８５９－７

南新木三丁目 ２１－　１ 新木 南 １８５９－２ 分割別紙１号

南新木三丁目 ２１－　２ 保留地

南新木三丁目 ２１－　３ 保留地

南新木三丁目 ２１－　４ 新木 南 １８６９ 合　併

新木 南 １８９７－１

新木 南 １８９８－１

新木 南 １９１２

南新木三丁目 ２１－　５ 新木 南 １８９５ 分割別紙７号

南新木三丁目 ２１－　６ 新木 南 １８９６－２

南新木三丁目 ２１－　７ 保留地

南新木三丁目 ２１－　８ 保留地

南新木三丁目 ２２－　１ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　２ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　３ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　４ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　５ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　６ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　７ 帰　属
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  42

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木三丁目 ２２－　８ 帰　属

南新木三丁目 ２２－　９ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１０ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１１ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１２ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１３ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１４ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１５ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１６ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１７ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１８ 帰　属

南新木三丁目 ２２－１９ 帰　属

南新木三丁目 ２２－２０ 帰　属

南新木三丁目 ２２－２１ 帰　属

南新木三丁目 ２２－２２ 帰　属

南新木三丁目 ２２－２３ 帰　属

南新木三丁目 ２２－２４ 帰　属

南新木三丁目 ２３－　１ 新木 大作台 ２０６４－６ 合　併

新木 大作台 ２０６５－６

新木 大作台 ２０６６－５

新木 大作台 ２０６７－１４

新木 大作台 ２０６７－１５

布佐 北大作 ８８６－４

布佐 北大作 ８８７－２

布佐 北大作 ８８７－４

布佐 北大作 ８８７－５

布佐 北大作 ８８８－５

布佐 北大作 ８８９－５

南新木三丁目 ２３－　２ 布佐 北大作 ９０９－５ 分割別紙６７号

南新木四丁目 　１－　１ 新木 南 １８５８－２

南新木四丁目 　１－　２ 新木 南 １８５８－５

南新木四丁目 　１－　３ 新木 南 １８５８－６ 合　併
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  43

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

新木 南 １８５９－８

新木 セイシ前 ２５４１－１

布佐 西大作 １９２４－２

布佐 西大作 １９３５－６４

南新木四丁目 　１－　４ 新木 南 １８６７－１

南新木四丁目 　１－　５ 保留地

南新木四丁目 　１－　６ 新木 南 １８７０－１

南新木四丁目 　１－　７ 保留地

南新木四丁目 　１－　８ 新木 南 １８７０－１２

南新木四丁目 　１－　９ 保留地

南新木四丁目 　１－１０ 新木 南 １８７０－１０

南新木四丁目 　１－１１ 新木 南 １８７０－９

南新木四丁目 　１－１２ 新木 南 １８７０－２

南新木四丁目 　１－１３ 新木 南 １８７０－３

南新木四丁目 　１－１４ 新木 南 １８７０－４

南新木四丁目 　１－１５ 新木 南 １８７０－５

南新木四丁目 　１－１６ 新木 南 １８７０－６

南新木四丁目 　１－１７ 新木 南 １８７０－７

南新木四丁目 　１－１８ 新木 南 １８７０－８

南新木四丁目 　１－１９ 新木 ビヤ田 ２３９７－４

南新木四丁目 　１－２０ 新木 セイシ前 ２５４１－３

南新木四丁目 　１－２１ 新木 南 １８５９－９

南新木四丁目 　２－　１ 新木 セイシ前 ２５２６ 分割別紙５７号

南新木四丁目 　２－　２ 新木 南 １８７０－１３

南新木四丁目 　２－　３ 新木 南 １８７０－１１

南新木四丁目 　２－　４ 保留地

南新木四丁目 　２－　５ 保留地

南新木四丁目 　２－　６ 保留地

南新木四丁目 　２－　７ 保留地

南新木四丁目 　２－　８ 保留地

南新木四丁目 　２－　９ 保留地

南新木四丁目 　２－１０ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  44

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 　２－１１ 新木 ビヤ田 ２３９２－３ 合　併

新木 ビヤ田 ２３９２－４

南新木四丁目 　２－１２ 保留地

南新木四丁目 　２－１３ 新木 越後チリ ２１６９－２

南新木四丁目 　２－１４ 保留地

南新木四丁目 　２－１５ 新木 ビヤ田 ２４０５－２

南新木四丁目 　２－１６ 保留地

南新木四丁目 　２－１７ 保留地

南新木四丁目 　２－１８ 保留地

南新木四丁目 　２－１９ 新木 羽黒 ２４７３－２ 合　併

新木 羽黒 ２４７３－３

南新木四丁目 　２－２０ 新木 羽黒 ２４６０－２

南新木四丁目 　３－　１ 新木 セイシ前 ２５２６ 分割別紙５７号

南新木四丁目 　３－　２ 新木 セイシ前 ２５３８ 合　併

新木 セイシ前 ２５４３－２

新木 セイシ前 ２５４３－３

南新木四丁目 　３－　３ 新木 セイシ前 ２５２４ 合　併

新木 セイシ前 ２５２５

南新木四丁目 　３－　４ 新木 セイシ前 ２５３０ 分割別紙５８号

南新木四丁目 　３－　５ 新木 セイシ前 ２５２２ 合　併

新木 セイシ前 ２５２３

新木 セイシ前 ２５２７

南新木四丁目 　３－　６ 新木 セイシ前 ２５２１ 分割別紙５６号

南新木四丁目 　３－　７ 新木 ビヤ田 ２３９８－４ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０５－１

南新木四丁目 　３－　８ 保留地

南新木四丁目 　３－　９ 保留地

南新木四丁目 　３－１０ 新木 越後チリ ２１５９－１ 合　併

新木 越後チリ ２１６０－１

新木 越後チリ ２１６０－３

南新木四丁目 　３－１１ 新木 羽黒 ２４７９－１２

南新木四丁目 　３－１２ 新木 羽黒 ２４７９－５
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  45

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 　３－１３ 保留地

南新木四丁目 　３－１４ 新木 羽黒 ２４７９－４

南新木四丁目 　３－１５ 保留地

南新木四丁目 　３－１６ 新木 羽黒 ２４６８－１

南新木四丁目 　３－１７ 新木 羽黒 ２４７２－６

南新木四丁目 　３－１８ 保留地

南新木四丁目 　３－１９ 新木 羽黒 ２４７２－８

南新木四丁目 　３－２０ 保留地

南新木四丁目 　３－２１ 新木 羽黒 ２４６４－１

南新木四丁目 　４－　１ 新木 セイシ前 ２５２９

南新木四丁目 　４－　２ 新木 羽黒 ２５２０－２

南新木四丁目 　４－　３ 保留地

南新木四丁目 　４－　４ 保留地

南新木四丁目 　４－　５ 新木 羽黒 ２５２０－１

南新木四丁目 　４－　６ 新木 羽黒 ２５１９－３ 合　併

新木 羽黒 ２５１９－７

南新木四丁目 　４－　７ 新木 羽黒 ２５１９－２

南新木四丁目 　４－　８ 新木 ビヤ田 ２３９９－６

南新木四丁目 　４－　９ 新木 ビヤ田 ２３９８－５ 合　併

新木 ビヤ田 ２４０３－４

南新木四丁目 　４－１０ 保留地

南新木四丁目 　４－１１ 新木 ビヤ田 ２３９８－２

南新木四丁目 　４－１２ 保留地

南新木四丁目 　４－１３ 新木 ビヤ田 ２４１２－２

南新木四丁目 　４－１４ 新木 羽黒 ２４３２－３ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－３

南新木四丁目 　４－１５ 保留地

南新木四丁目 　４－１６ 新木 羽黒 ２４３２－４ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－４

南新木四丁目 　４－１７ 新木 羽黒 ２４３２－６ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－６

南新木四丁目 　４－１８ 新木 羽黒 ２４３４－４
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  46

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 　４－１９ 保留地

南新木四丁目 　４－２０ 新木 羽黒 ２４３４－２

南新木四丁目 　４－２１ 新木 羽黒 ２４４０－２

南新木四丁目 　４－２２ 新木 南 １８８２－５ 合　併

新木 南 １８８２－６

南新木四丁目 　４－２３ 新木 羽黒 ２４９６－２ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－１４

南新木四丁目 　４－２４ 新木 羽黒 ２４６８－４

南新木四丁目 　４－２５ 保留地

南新木四丁目 　４－２６ 保留地

南新木四丁目 　４－２７ 新木 南 １８９６－１

南新木四丁目 　５－　１ 新木 羽黒 ２５０４－２ 分割別紙５３号

南新木四丁目 　５－　２ 保留地

南新木四丁目 　５－　３ 新木 羽黒 ２５１９－４ 合　併

新木 羽黒 ２５１９－６

南新木四丁目 　５－　４ 新木 羽黒 ２５１９－１ 合　併

新木 羽黒 ２５１９－５

南新木四丁目 　５－　５ 新木 南 １８７７－１ 分割別紙２号

南新木四丁目 　５－　６ 新木 南 １８８１－２ 合　併

新木 南 １８８２－２

南新木四丁目 　５－　７ 新木 南 １８７７－４

南新木四丁目 　５－　８ 新木 南 １８８１－６

南新木四丁目 　５－　９ 新木 羽黒 ２４２８－３

南新木四丁目 　５－１０ 新木 羽黒 ２５０５

南新木四丁目 　６－　１ 新木 羽黒 ２５１７－１ 合　併

新木 羽黒 ２５１７－２

新木 羽黒 ２５１８

南新木四丁目 　６－　２ 新木 南 １８８２－３

南新木四丁目 　６－　３ 新木 羽黒 ２４２８－７

南新木四丁目 　６－　４ 新木 羽黒 ２４２８－８

南新木四丁目 　６－　５ 新木 羽黒 ２４２８－１

南新木四丁目 　６－　６ 新木 羽黒 ２４２８－６
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  47

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 　６－　７ 新木 羽黒 ２４２８－５

南新木四丁目 　６－　８ 新木 南 １８８２－４

南新木四丁目 　６－　９ 新木 羽黒 ２４２８－４

南新木四丁目 　６－１０ 新木 羽黒 ２４２８－２

南新木四丁目 　６－１１ 新木 ビヤ田 ２４２１－９

南新木四丁目 　６－１２ 新木 ビヤ田 ２４２１－８

南新木四丁目 　６－１３ 保留地

南新木四丁目 　６－１４ 新木 ビヤ田 ２４２１－２

南新木四丁目 　６－１５ 新木 羽黒 ２５１６－２

南新木四丁目 　６－１６ 新木 羽黒 ２５１６－１ 分　割

南新木四丁目 　７－　１

南新木四丁目 　７－　２ 保留地

南新木四丁目 　７－　３ 新木 ビヤ田 ２３９７－３

南新木四丁目 　７－　４ 新木 羽黒 ２４２９ 分割別紙４１号

南新木四丁目 　７－　５

南新木四丁目 　７－　６ 新木 羽黒 ２５１４－３

南新木四丁目 　７－　７ 新木 羽黒 ２５１４－１

南新木四丁目 　７－　８ 保留地

南新木四丁目 　７－　９ 保留地

南新木四丁目 　７－１０ 新木 羽黒 ２４９２－１ 分割別紙５０号

南新木四丁目 　８－　１ 新木 羽黒 ２４９９－３

南新木四丁目 　８－　２ 保留地

南新木四丁目 　８－　３ 新木 羽黒 ２４９９－６

南新木四丁目 　８－　４ 新木 羽黒 ２４９９－７

南新木四丁目 　８－　５ 新木 羽黒 ２４９９－５

南新木四丁目 　８－　６ 新木 羽黒 ２４９９－２ 合　併

新木 羽黒 ２５１３

南新木四丁目 　８－　７ 新木 羽黒 ２５１２ 分割別紙５５号

南新木四丁目 　８－　８ 新木 羽黒 ２４９９－８

南新木四丁目 　８－　９ 新木 羽黒 ２４９９－１５

南新木四丁目 　８－１０ 新木 羽黒 ２４９９－１４

南新木四丁目 　８－１１ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  48

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 　８－１２ 保留地

南新木四丁目 　９－　１ 新木 羽黒 ２５０９

南新木四丁目 　９－　２ 新木 羽黒 ２５０７－２ 分割別紙５４号

南新木四丁目 　９－　３ 新木 羽黒 ２４７２－４ 分割別紙４４号

南新木四丁目 　９－　４ 新木 羽黒 ２５０３－３

南新木四丁目 　９－　５ 新木 羽黒 ２４９９－１６

南新木四丁目 　９－　６ 新木 羽黒 ２４９９－１０

南新木四丁目 　９－　７ 新木 羽黒 ２５０１

南新木四丁目 　９－　８ 新木 羽黒 ２４９９－４

南新木四丁目 　９－　９ 保留地

南新木四丁目 　９－１０ 保留地

南新木四丁目 　９－１１ 新木 羽黒 ２４９９－１

南新木四丁目 　９－１２ 新木 羽黒 ２４９９－１３

南新木四丁目 　９－１３ 新木 羽黒 ２４９９－１２

南新木四丁目 　９－１４ 新木 羽黒 ２５０３－１

南新木四丁目 １０－　１ 保留地

南新木四丁目 １０－　２ 保留地

南新木四丁目 １０－　３ 保留地

南新木四丁目 １０－　４ 保留地

南新木四丁目 １０－　５ 保留地

南新木四丁目 １０－　６ 保留地

南新木四丁目 １０－　７ 新木 羽黒 ２４９９－９

南新木四丁目 １０－　８ 保留地

南新木四丁目 １０－　９ 保留地

南新木四丁目 １０－１０ 保留地

南新木四丁目 １０－１１ 保留地

南新木四丁目 １０－１２ 保留地

南新木四丁目 １０－１３ 保留地

南新木四丁目 １１－　１ 新木 羽黒 ２４９６－１０ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－１１

南新木四丁目 １１－　２ 新木 羽黒 ２４３９

南新木四丁目 １１－　３ 新木 羽黒 ２５００
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  49

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 １１－　４ 新木 羽黒 ２４３８

南新木四丁目 １１－　５ 新木 羽黒 ２４７７ 分割別紙４６号

南新木四丁目 １１－　６ 新木 羽黒 ２４３５－１ 分割別紙４２号

南新木四丁目 １１－　７ 新木 羽黒 ２５１２ 分割別紙５５号

南新木四丁目 １１－　８ 新木 羽黒 ２４３４－３

南新木四丁目 １１－　９ 新木 羽黒 ２４３２－５ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－５

南新木四丁目 １１－１０ 新木 羽黒 ２５１５

南新木四丁目 １１－１１ 新木 羽黒 ２４３４－６ 合　併

新木 羽黒 ２４３５－２

新木 羽黒 ２４３５－３

南新木四丁目 １１－１２ 新木 羽黒 ２４３１－２ 合　併

新木 羽黒 ２４３４－１

南新木四丁目 １１－１３ 新木 羽黒 ２４３２－１ 合　併

新木 羽黒 ２４３３－１

南新木四丁目 １１－１４ 新木 羽黒 ２４３６－６

南新木四丁目 １１－１５ 新木 羽黒 ２４３６－２

南新木四丁目 １１－１６ 新木 羽黒 ２４３７－１

南新木四丁目 １１－１７ 保留地

南新木四丁目 １１－１８ 保留地

南新木四丁目 １１－１９ 保留地

南新木四丁目 １１－２０ 保留地

南新木四丁目 １１－２１ 新木 羽黒 ２４４０－１ 合　併

新木 羽黒 ２４４０－３

南新木四丁目 １１－２２ 新木 羽黒 ２４４５－３

南新木四丁目 １１－２３ 新木 羽黒 ２４４５－１

南新木四丁目 １２－　１ 新木 羽黒 ２４５９－１

南新木四丁目 １２－　２ 新木 羽黒 ２４４９－２ 合　併

新木 羽黒 ２４５９－５

南新木四丁目 １２－　３ 新木 羽黒 ２４４９－３

南新木四丁目 １２－　４ 新木 羽黒 ２４９８－２

南新木四丁目 １２－　５ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  50

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 １２－　６ 新木 羽黒 ２４９５－１０

南新木四丁目 １２－　７ 新木 羽黒 ２４９５－１

南新木四丁目 １２－　８ 新木 羽黒 ２４９６－３ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－９

新木 羽黒 ２４９８－３

南新木四丁目 １２－　９ 新木 羽黒 ２４４６

南新木四丁目 １２－１０ 新木 羽黒 ２４４７ 合　併

新木 羽黒 ２４４８－２

新木 羽黒 ２４４８－３

新木 セイシ前 ２５４２－２

南新木四丁目 １２－１１ 新木 羽黒 ２４４９－４

南新木四丁目 １２－１２ 新木 羽黒 ２４４９－１

南新木四丁目 １２－１３ 新木 羽黒 ２４３６－３ 合　併

新木 羽黒 ２４５４－３

南新木四丁目 １３－　１ 保留地

南新木四丁目 １３－　２ 保留地

南新木四丁目 １３－　３ 保留地

南新木四丁目 １３－　４ 保留地

南新木四丁目 １３－　５ 保留地

南新木四丁目 １３－　６ 保留地

南新木四丁目 １３－　７ 保留地

南新木四丁目 １３－　８ 保留地

南新木四丁目 １３－　９ 保留地

南新木四丁目 １３－１０ 保留地

南新木四丁目 １３－１１ 保留地

南新木四丁目 １３－１２ 保留地

南新木四丁目 １３－１３ 保留地

南新木四丁目 １３－１４ 保留地

南新木四丁目 １３－１５ 保留地

南新木四丁目 １４－　１ 新木 羽黒 ２４７６

南新木四丁目 １４－　２ 新木 羽黒 ２４９０ 分割別紙４９号

南新木四丁目 １４－　３ 新木 羽黒 ２５０３－２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  51

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 １４－　４ 新木 羽黒 ２４９１－２ 合　併

新木 羽黒 ２４９７－２

南新木四丁目 １４－　５ 新木 羽黒 ２４９２－１ 分割別紙５０号

南新木四丁目 １４－　６ 新木 羽黒 ２４９６－４ 合　併

新木 羽黒 ２４９８－４

南新木四丁目 １４－　７ 新木 羽黒 ２４９６－６

南新木四丁目 １４－　８ 保留地

南新木四丁目 １４－　９ 新木 羽黒 ２４９１－１ 合　併

新木 羽黒 ２４９７－１

南新木四丁目 １４－１０ 新木 羽黒 ２４７４ 分割別紙４５号

南新木四丁目 １５－　１ 新木 羽黒 ２４７５

南新木四丁目 １５－　２ 新木 羽黒 ２４９５－２

南新木四丁目 １５－　３ 新木 羽黒 ２４７４ 分割別紙４５号

南新木四丁目 １５－　４ 新木 羽黒 ２４９３

南新木四丁目 １５－　５ 新木 羽黒 ２４５９－３

南新木四丁目 １５－　６ 新木 羽黒 ２４５９－４

南新木四丁目 １５－　７ 新木 羽黒 ２４５９－７

南新木四丁目 １５－　８ 新木 羽黒 ２４９６－７ 合　併

新木 羽黒 ２４９６－８

南新木四丁目 １５－　９ 保留地

南新木四丁目 １５－１０ 保留地

南新木四丁目 １５－１１ 保留地

南新木四丁目 １５－１２ 保留地

南新木四丁目 １５－１３ 保留地

南新木四丁目 １５－１４ 保留地

南新木四丁目 １５－１５ 保留地

南新木四丁目 １５－１６ 保留地

南新木四丁目 １５－１７ 新木 羽黒 ２４９５－９

南新木四丁目 １５－１８ 新木 羽黒 ２４９５－６

南新木四丁目 １５－１９ 新木 羽黒 ２４９２－２ 分割別紙５１号

南新木四丁目 １５－２０ 新木 羽黒 ２４８５ 分割別紙４７号

南新木四丁目 １６－　１ 新木 羽黒 ２４７３－４
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  52

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 １６－　２ 新木 羽黒 ２４７３－５

南新木四丁目 １６－　３ 保留地

南新木四丁目 １６－　４ 保留地

南新木四丁目 １６－　５ 保留地

南新木四丁目 １６－　６ 新木 羽黒 ２４６０－４ 合　併

新木 羽黒 ２４９４

南新木四丁目 １６－　７ 保留地

南新木四丁目 １６－　８ 新木 羽黒 ２４５８－２ 合　併

新木 羽黒 ２４５９－２

新木 羽黒 ２４６０－１

新木 羽黒 ２４６０－５

新木 羽黒 ２４６０－６

南新木四丁目 １６－　９ 新木 羽黒 ２４５７－１

南新木四丁目 １６－１０ 保留地

南新木四丁目 １７－　１ 保留地

南新木四丁目 １７－　２ 新木 羽黒 ２４６１ 分割別紙４３号

南新木四丁目 １７－　３ 新木 羽黒 ２４６０－３ 合　併

新木 羽黒 ２４７２－５

南新木四丁目 １７－　４ 新木 羽黒 ２４５６ 合　併

新木 羽黒 ２４６２

南新木四丁目 １７－　５ 新木 羽黒 ２５１４－２

南新木四丁目 １７－　６ 新木 羽黒 ２４５８－１

南新木四丁目 １７－　７ 新木 羽黒 ２４５９－８

南新木四丁目 １７－　８ 新木 羽黒 ２４９２－２ 分割別紙５１号

南新木四丁目 １７－　９ 新木 羽黒 ２４５５

南新木四丁目 １７－１０ 新木 羽黒 ２４５４－２

南新木四丁目 １８－　１ 新木 羽黒 ２４６６－１ 合　併

新木 羽黒 ２４６６－３

新木 羽黒 ２４６６－５

新木 羽黒 ２４６７－１

南新木四丁目 １８－　２ 新木 羽黒 ２４６８－３

南新木四丁目 １８－　３ 保留地
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  53

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 １８－　４ 新木 羽黒 ２４９５－３ 合　併

新木 羽黒 ２４９５－４

新木 羽黒 ２４９５－７

新木 羽黒 ２４９６－１２

南新木四丁目 １８－　５ 新木 羽黒 ２４９５－５ 合　併

新木 羽黒 ２４９５－８

新木 羽黒 ２４９６－１３

南新木四丁目 １８－　６ 保留地

南新木四丁目 １８－　７ 新木 羽黒 ２４７２－１

南新木四丁目 １８－　８ 新木 羽黒 ２４６１ 分割別紙４３号

南新木四丁目 １８－　９ 保留地

南新木四丁目 １８－１０ 保留地

南新木四丁目 １８－１１ 保留地

南新木四丁目 １８－１２ 保留地

南新木四丁目 １９－　１ 保留地

南新木四丁目 ２０－　１ 新木 羽黒 ２４７１－５

南新木四丁目 ２０－　２ 新木 羽黒 ２４６８－２

南新木四丁目 ２０－　３ 新木 羽黒 ２４７１－４

南新木四丁目 ２０－　４ 新木 羽黒 ２４７１－３

南新木四丁目 ２０－　５ 新木 羽黒 ２４７２－２ 合　併

新木 羽黒 ２４７３－１

南新木四丁目 ２０－　６ 保留地

南新木四丁目 ２０－　７ 新木 羽黒 ２４７２－４ 分割別紙４４号

南新木四丁目 ２０－　８ 新木 羽黒 ２４７２－３

南新木四丁目 ２０－　９ 布佐 原地丑高入 １８９３－６

南新木四丁目 ２０－１０ 新木 羽黒 ２４７２－７

南新木四丁目 ２０－１１ 新木 羽黒 ２４７１－２

南新木四丁目 ２０－１２ 新木 羽黒 ２４７１－１

南新木四丁目 ２１－　１ 新木 羽黒 ２４７０－１ 分　割

南新木四丁目 ２１－　２

南新木四丁目 ２１－　３ 新木 羽黒 ２４６９－２ 合　併

新木 羽黒 ２４７０－２
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  54

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２１－　４ 新木 羽黒 ２４３５－１ 分割別紙４２号

南新木四丁目 ２１－　５ 新木 羽黒 ２４６９－１ 分　割

南新木四丁目 ２１－　６

南新木四丁目 ２１－　７ 新木 羽黒 ２４７７ 分割別紙４６号

南新木四丁目 ２１－　８ 新木 羽黒 ２４５９－６ 合　併

新木 羽黒 ２４７８－１

新木 羽黒 ２４７８－２

南新木四丁目 ２２－　１ 新木 羽黒 ２４８８

南新木四丁目 ２２－　２ 新木 羽黒 ２４８０

南新木四丁目 ２２－　３ 新木 羽黒 ２４８７

南新木四丁目 ２２－　４ 新木 羽黒 ２５０３－５

南新木四丁目 ２２－　５ 新木 羽黒 ２５０６

南新木四丁目 ２２－　６ 新木 羽黒 ２５０７－２ 分割別紙５４号

南新木四丁目 ２２－　７ 新木 羽黒 ２４８２ 合　併

新木 羽黒 ２５０７－１

南新木四丁目 ２２－　８ 新木 羽黒 ２４７２－４ 分割別紙４４号

南新木四丁目 ２２－　９ 新木 羽黒 ２５０８－１

南新木四丁目 ２２－１０ 新木 羽黒 ２５０３－４

南新木四丁目 ２２－１１ 新木 羽黒 ２４８９－２

南新木四丁目 ２２－１２ 新木 羽黒 ２４８９－１ 合　併

新木 羽黒 ２４８９－３

南新木四丁目 ２２－１３ 新木 羽黒 ２４８６ 分割別紙４８号

南新木四丁目 ２３－　１ 新木 羽黒 ２４８１－２

南新木四丁目 ２３－　２ 新木 羽黒 ２４８５ 分割別紙４７号

南新木四丁目 ２３－　３ 新木 羽黒 ２４７９－１０ 合　併

新木 羽黒 ２４７９－１１

南新木四丁目 ２３－　４ 新木 羽黒 ２４７９－１

南新木四丁目 ２３－　５ 新木 羽黒 ２４８１－１ 合　併

新木 羽黒 ２４８３

南新木四丁目 ２３－　６ 新木 羽黒 ２４８４

南新木四丁目 ２３－　７ 新木 羽黒 ２５０４－１ 分割別紙５２号

南新木四丁目 ２３－　８ 新木 羽黒 ２５０４－２ 分割別紙５３号
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  55

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２３－　９ 帰　属

南新木四丁目 ２３－１０ 新木 ビヤ田 ２３９７－１ 分割別紙３９号

南新木四丁目 ２３－１１ 新木 羽黒 ２４８６ 分割別紙４８号

南新木四丁目 ２３－１２ 新木 羽黒 ２４７８－３ 合　併

新木 羽黒 ２４７９－６

新木 羽黒 ２４７９－８

新木 羽黒 ２４７９－９

南新木四丁目 ２４－　１ 新木 セイシ前 ２５６５－１

南新木四丁目 ２４－　２ 新木 セイシ前 ２５６５－７

南新木四丁目 ２４－　３ 新木 セイシ前 ２５６５－２

南新木四丁目 ２４－　４ 新木 セイシ前 ２５６５－３

南新木四丁目 ２４－　５ 新木 セイシ前 ２５３２

南新木四丁目 ２４－　６ 新木 セイシ前 ２５３７ 分割別紙５９号

南新木四丁目 ２４－　７ 新木 羽黒 ２５０４－１ 分割別紙５２号

南新木四丁目 ２４－　８ 新木 セイシ前 ２５６５－６

南新木四丁目 ２４－　９ 保留地

南新木四丁目 ２４－１０ 保留地

南新木四丁目 ２４－１１ 新木 セイシ前 ２５６５－４

南新木四丁目 ２４－１２ 新木 セイシ前 ２５６５－５

南新木四丁目 ２５－　１ 新木 セイシ前 ２５６４－３

南新木四丁目 ２５－　２ 新木 セイシ前 ２５３４－１ 合　併

新木 セイシ前 ２５３４－２

南新木四丁目 ２５－　３ 新木 セイシ前 ２５３１－１

南新木四丁目 ２５－　４ 新木 セイシ前 ２５５３－３

南新木四丁目 ２５－　５ 新木 セイシ前 ２５３０ 分割別紙５８号

南新木四丁目 ２５－　６ 新木 セイシ前 ２５３１－２

南新木四丁目 ２５－　７ 新木 セイシ前 ２５３３

南新木四丁目 ２５－　８ 新木 セイシ前 ２５６４－９

南新木四丁目 ２５－　９ 新木 大作台 ２０９３－１

南新木四丁目 ２５－１０ 新木 セイシ前 ２５６４－４ 合　併

新木 セイシ前 ２５６４－１０

南新木四丁目 ２５－１１ 新木 セイシ前 ２５６４－６
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  56

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２５－１２ 新木 セイシ前 ２５６４－５

南新木四丁目 ２６－　１ 新木 セイシ前 ２５６３－２

南新木四丁目 ２６－　２ 保留地

南新木四丁目 ２６－　３ 新木 セイシ前 ２５６２

南新木四丁目 ２６－　４ 新木 セイシ前 ２５３６ 分　割

南新木四丁目 ２６－　５

南新木四丁目 ２６－　６

南新木四丁目 ２６－　７

南新木四丁目 ２６－　８ 新木 セイシ前 ２５３７ 分割別紙５９号

南新木四丁目 ２６－　９ 新木 セイシ前 ２５３５－２

南新木四丁目 ２６－１０ 新木 セイシ前 ２５６４－１

南新木四丁目 ２６－１１ 新木 セイシ前 ２５６４－２

南新木四丁目 ２７－　１ 新木 セイシ前 ２５６３－１

南新木四丁目 ２７－　２ 新木 セイシ前 ２５６１－１ 分割別紙６０号

南新木四丁目 ２７－　３ 新木 セイシ前 ２５４０

南新木四丁目 ２７－　４ 新木 セイシ前 ２５３９－１

南新木四丁目 ２７－　５ 新木 セイシ前 ２５２８

南新木四丁目 ２７－　６ 新木 南 １８５９－１０

南新木四丁目 ２７－　７ 新木 南 １８５９－１１

南新木四丁目 ２７－　８ 新木 南 １８５９－１２

南新木四丁目 ２７－　９ 新木 セイシ前 ２５３５－１

南新木四丁目 ２８－　１ 新木 セイシ前 ２５６１－１ 分割別紙６０号

南新木四丁目 ２９－　１ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　２ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　３ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　４ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　５ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　６ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　７ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　８ 帰　属

南新木四丁目 ２９－　９ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１０ 帰　属
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新・旧 地 番 対 照 表

No.  57

旧 摘　　　要

大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２９－１１ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１２ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１３ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１４ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１５ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１６ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１７ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１８ 帰　属

南新木四丁目 ２９－１９ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２０ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２１ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２２ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２３ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２４ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２５ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２６ 帰　属

南新木四丁目 ２９－２７ 帰　属

南新木四丁目 ３０－　１ 保留地
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合 　併 　明 　細 　書

No.   1

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

1 新木 南 １８５８－６ 南新木四丁目 　１－　３

新木 南 １８５９－８

新木 セイシ前 ２５４１－１

布佐 西大作 １９２４－２

布佐 西大作 １９３５－６４

2 新木 南 １８６９ 南新木三丁目 ２１－　４

新木 南 １８９７－１

新木 南 １８９８－１

新木 南 １９１２

3 新木 南 １８７７－３ 南新木三丁目 １９－　７

新木 南 １８８０－３

4 新木 南 １８８１－１ 南新木三丁目 １７－　３

新木 南 １８８３－１

5 新木 南 １８８１－２ 南新木四丁目 　５－　６

新木 南 １８８２－２

6 新木 南 １８８１－３ 南新木三丁目 １７－　２

新木 南 １８８３－２

7 新木 南 １８８１－４ 南新木三丁目 １７－　１

新木 南 １８８１－５

新木 南 １８８２－１

8 新木 南 １８８５－２ 南新木三丁目 １８－　５

新木 南 １８９２－１

9 新木 南 １８９０ 南新木三丁目 １９－　３

新木 南 １８９２－３

10 新木 南 １９１４－２ 南新木三丁目 　８－　２

新木 南 １９１４－４

新木 南 １９１４－５

11 新木 南 １９２８－１ 南新木三丁目 １０－　１

新木 南 １９２８－２

新木 大作台 ２０７８－１

新木 大作台 ２０７８－２

新木 大作台 ２０７８－３
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合 　併 　明 　細 　書

No.   2

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

12 新木 南 １９３１ 南新木三丁目 　５－　２

新木 南 １９３４

13 新木 南 １９３６－１ 南新木三丁目 　３－　３

新木 南 １９３９

14 新木 東 ２０５２－１ 南新木一丁目 ４１－　３

布佐 北大作 ９１７－５

15 新木 大作台 ２０５４－１ 南新木一丁目 　３－　１

新木 大作台 ２０５５－２

16 新木 大作台 ２０５７－１ 南新木二丁目 　４－　８

新木 大作台 ２０５８－１

17 新木 大作台 ２０６４－６ 南新木三丁目 ２３－　１

新木 大作台 ２０６５－６

新木 大作台 ２０６６－５

新木 大作台 ２０６７－１４

新木 大作台 ２０６７－１５

布佐 北大作 ８８６－４

布佐 北大作 ８８７－２

布佐 北大作 ８８７－４

布佐 北大作 ８８７－５

布佐 北大作 ８８８－５

布佐 北大作 ８８９－５

18 新木 大作台 ２０６５－１ 南新木二丁目 　３－　６

新木 大作台 ２０６６－１

新木 大作台 ２０９９

19 新木 大作台 ２０６７－５ 南新木一丁目 ４１－　６

新木 大作台 ２０６７－１１

新木 大作台 ２０６７－１７

20 新木 大作台 ２０６７－７ 南新木二丁目 　５－１２

新木 大作台 ２０６７－９

21 新木 大作台 ２０６７－１６ 南新木三丁目 １５－　９

新木 大作台 ２０７０－９

新木 大作台 ２０７２－３
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合 　併 　明 　細 　書

No.   3

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 大作台 ２０９４－１

新木 羽黒 ２５０８－２

布佐 西大作 １９０２－１０

22 新木 大作台 ２０７０－１ 南新木三丁目 　２－　４

新木 大作台 ２０７０－４

新木 大作台 ２０７２－１

新木 大作台 ２０８８－１

23 新木 大作台 ２０７４－１ 南新木二丁目 ２２－　６

新木 大作台 ２０７４－３

新木 大作台 ２０７５－１

新木 大作台 ２０７５－４

24 新木 大作台 ２０７４－２ 南新木二丁目 　９－　１

新木 大作台 ２０７４－４

25 新木 大作台 ２０８８－４ 南新木二丁目 　９－　３

新木 大作台 ２０８８－６

26 新木 大作台 ２０８８－５ 南新木二丁目 　９－　４

新木 大作台 ２０８８－７

27 新木 大作台 ２０９１ 南新木二丁目 １０－　９

新木 越後チリ ２１３３－２－１

28 新木 越後チリ ２１１８－２ 南新木一丁目 ３５－１４

新木 越後チリ ２１１８－１２

29 新木 越後チリ ２１２６－１ 南新木二丁目 １５－１４

新木 越後チリ ２１２６－１０

新木 越後チリ ２１２６－２０

30 新木 越後チリ ２１２６－１３ 南新木一丁目 ２９－２７

布佐 西大作 １９０９

31 新木 越後チリ ２１２６－１４ 南新木一丁目 ２９－　１

新木 越後チリ ２１２６－１６

新木 越後チリ ２１２６－１７

32 新木 越後チリ ２１２９－２ 南新木二丁目 １７－１３

新木 越後チリ ２１４１

新木 越後チリ ２１６８－３

新

103



合 　併 　明 　細 　書

No.   4

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

33 新木 越後チリ ２１３２－１ 南新木一丁目 ２５－２８

新木 越後チリ ２１３３－１

新木 越後チリ ２１３３－６

新木 越後チリ ２１３３－９

新木 越後チリ ２１３４

34 新木 越後チリ ２１３２－２ 南新木一丁目 ２５－２６

新木 越後チリ ２１３３－３

新木 越後チリ ２１３３－４

新木 越後チリ ２１３３－５

新木 越後チリ ２１３３－７

35 新木 越後チリ ２１３５ 南新木一丁目 ２５－　４

新木 越後チリ ２１３６

新木 越後チリ ２１４８

36 新木 越後チリ ２１４５－１ 南新木二丁目 １７－１２

新木 越後チリ ２１４６－２

37 新木 越後チリ ２１４５－２ 南新木二丁目 １２－１５

布佐 西大作 １９３６－５４

38 新木 越後チリ ２１５２－１ 南新木一丁目 ３０－１３

布佐 西大作 １９４１－４

39 新木 越後チリ ２１５３－１ 南新木二丁目 １７－２２

新木 越後チリ ２１５３－２

新木 越後チリ ２１５５－１

40 新木 越後チリ ２１５３－３ 南新木二丁目 １７－２３

新木 越後チリ ２１５３－４

新木 越後チリ ２１５３－７

新木 越後チリ ２１５３－８

41 新木 越後チリ ２１５３－５ 南新木二丁目 １７－２４

新木 越後チリ ２１５３－６

新木 越後チリ ２１５３－９

新木 越後チリ ２１５３－１０

42 新木 越後チリ ２１５７ 南新木二丁目 １５－１９

新木 越後チリ ２１６１－４
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合 　併 　明 　細 　書

No.   5

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

43 新木 越後チリ ２１５９－１ 南新木四丁目 　３－１０

新木 越後チリ ２１６０－１

新木 越後チリ ２１６０－３

44 新木 越後チリ ２１５９－２ 南新木二丁目 １２－２０

新木 越後チリ ２１６０－２

新木 越後チリ ２１６０－４

新木 越後チリ ２１６１－５

45 新木 越後チリ ２１６１－２ 南新木二丁目 １５－　４

新木 越後チリ ２１６１－３

新木 越後チリ ２１６１－９

46 新木 越後チリ ２１６６ 南新木二丁目 １３－　６

新木 越後チリ ２１７７

47 新木 越後チリ ２１７０ 南新木二丁目 ２０－　３

新木 ビヤ田 ２３９５

48 新木 越後チリ ２１７１ 南新木二丁目 １０－　１

新木 越後チリ ２１７２

新木 越後チリ ２１８５－１

新木 越後チリ ２１８５－２

49 新木 越後チリ ２１７３－１ 南新木二丁目 １８－　５

新木 越後チリ ２１７３－２

新木 越後チリ ２１８３－１

50 新木 ビヤ田 ２３８８ 南新木三丁目 １１－　４

新木 ビヤ田 ２３８９

新木 ビヤ田 ２３９３－１

新木 ビヤ田 ２３９３－２

新木 ビヤ田 ２３９６

51 新木 ビヤ田 ２３９８－３ 南新木三丁目 　９－　５

新木 ビヤ田 ２４０３－１

新木 ビヤ田 ２４０３－２

52 新木 ビヤ田 ２３９８－４ 南新木四丁目 　３－　７

新木 ビヤ田 ２４０５－１

53 新木 ビヤ田 ２３９８－５ 南新木四丁目 　４－　９

新

105



合 　併 　明 　細 　書

No.   6

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 ビヤ田 ２４０３－４

54 新木 ビヤ田 ２３９８－６ 南新木三丁目 　９－１２

新木 ビヤ田 ２３９８－８

55 新木 ビヤ田 ２３９８－７ 南新木三丁目 　９－１４

新木 ビヤ田 ２４０３－５

新木 ビヤ田 ２４０４

56 新木 ビヤ田 ２３９９－４ 南新木二丁目 　７－　９

新木 ビヤ田 ２４２０－１３

57 新木 羽黒 ２４３１－２ 南新木四丁目 １１－１２

新木 羽黒 ２４３４－１

58 新木 羽黒 ２４３２－１ 南新木四丁目 １１－１３

新木 羽黒 ２４３３－１

59 新木 羽黒 ２４３２－２ 南新木三丁目 １４－２１

新木 羽黒 ２４３３－２

60 新木 羽黒 ２４３２－３ 南新木四丁目 　４－１４

新木 羽黒 ２４３３－３

61 新木 羽黒 ２４３２－４ 南新木四丁目 　４－１６

新木 羽黒 ２４３３－４

62 新木 羽黒 ２４３２－５ 南新木四丁目 １１－　９

新木 羽黒 ２４３３－５

63 新木 羽黒 ２４３２－６ 南新木四丁目 　４－１７

新木 羽黒 ２４３３－６

64 新木 羽黒 ２４３４－６ 南新木四丁目 １１－１１

新木 羽黒 ２４３５－２

新木 羽黒 ２４３５－３

65 新木 羽黒 ２４３６－３ 南新木四丁目 １２－１３

新木 羽黒 ２４５４－３

66 新木 羽黒 ２４４０－１ 南新木四丁目 １１－２１

新木 羽黒 ２４４０－３

67 新木 羽黒 ２４４７ 南新木四丁目 １２－１０

新木 羽黒 ２４４８－２

新木 羽黒 ２４４８－３

新
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合 　併 　明 　細 　書

No.   7

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 セイシ前 ２５４２－２

68 新木 羽黒 ２４４９－２ 南新木四丁目 １２－　２

新木 羽黒 ２４５９－５

69 新木 羽黒 ２４５６ 南新木四丁目 １７－　４

新木 羽黒 ２４６２

70 新木 羽黒 ２４５８－２ 南新木四丁目 １６－　８

新木 羽黒 ２４５９－２

新木 羽黒 ２４６０－１

新木 羽黒 ２４６０－５

新木 羽黒 ２４６０－６

71 新木 羽黒 ２４５９－６ 南新木四丁目 ２１－　８

新木 羽黒 ２４７８－１

新木 羽黒 ２４７８－２

72 新木 羽黒 ２４６０－３ 南新木四丁目 １７－　３

新木 羽黒 ２４７２－５

73 新木 羽黒 ２４６０－４ 南新木四丁目 １６－　６

新木 羽黒 ２４９４

74 新木 羽黒 ２４６６－１ 南新木四丁目 １８－　１

新木 羽黒 ２４６６－３

新木 羽黒 ２４６６－５

新木 羽黒 ２４６７－１

75 新木 羽黒 ２４６９－２ 南新木四丁目 ２１－　３

新木 羽黒 ２４７０－２

76 新木 羽黒 ２４７２－２ 南新木四丁目 ２０－　５

新木 羽黒 ２４７３－１

77 新木 羽黒 ２４７８－３ 南新木四丁目 ２３－１２

新木 羽黒 ２４７９－６

新木 羽黒 ２４７９－８

新木 羽黒 ２４７９－９

78 新木 羽黒 ２４８１－１ 南新木四丁目 ２３－　５

新木 羽黒 ２４８３

79 新木 羽黒 ２４８２ 南新木四丁目 ２２－　７

新
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合 　併 　明 　細 　書

No.   8

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 羽黒 ２５０７－１

80 新木 羽黒 ２４８９－１ 南新木四丁目 ２２－１２

新木 羽黒 ２４８９－３

81 新木 羽黒 ２４９１－１ 南新木四丁目 １４－　９

新木 羽黒 ２４９７－１

82 新木 羽黒 ２４９１－２ 南新木四丁目 １４－　４

新木 羽黒 ２４９７－２

83 新木 羽黒 ２４９５－３ 南新木四丁目 １８－　４

新木 羽黒 ２４９５－４

新木 羽黒 ２４９５－７

新木 羽黒 ２４９６－１２

84 新木 羽黒 ２４９５－５ 南新木四丁目 １８－　５

新木 羽黒 ２４９５－８

新木 羽黒 ２４９６－１３

85 新木 羽黒 ２４９６－２ 南新木四丁目 　４－２３

新木 羽黒 ２４９６－１４

86 新木 羽黒 ２４９６－３ 南新木四丁目 １２－　８

新木 羽黒 ２４９６－９

新木 羽黒 ２４９８－３

87 新木 羽黒 ２４９６－４ 南新木四丁目 １４－　６

新木 羽黒 ２４９８－４

88 新木 羽黒 ２４９９－２ 南新木四丁目 　８－　６

新木 羽黒 ２５１３

89 新木 羽黒 ２４９９－１１ 南新木一丁目 ２８－１８

布佐 西大作 １９５０－４

90 新木 羽黒 ２５１９－１ 南新木四丁目 　５－　４

新木 羽黒 ２５１９－５

91 新木 羽黒 ２５１９－３ 南新木四丁目 　４－　６

新木 羽黒 ２５１９－７

92 新木 羽黒 ２５１９－４ 南新木四丁目 　５－　３

新木 羽黒 ２５１９－６

93 新木 セイシ前 ２５２２ 南新木四丁目 　３－　５

新
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合 　併 　明 　細 　書

No.   9

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

新木 セイシ前 ２５２３

新木 セイシ前 ２５２７

94 新木 セイシ前 ２５３８ 南新木四丁目 　３－　２

新木 セイシ前 ２５４３－２

新木 セイシ前 ２５４３－３

95 新木 セイシ前 ２５６４－４ 南新木四丁目 ２５－１０

新木 セイシ前 ２５６４－１０

96 布佐 北大作 ８６７－１ 南新木一丁目 １０－　１

布佐 北大作 ８８８－２

布佐 北大作 ８８９－１

布佐 北大作 ８９０－１

布佐 原地丑高入 １８７９－２

97 布佐 北大作 ８６８－１ 南新木一丁目 　８－　１

布佐 北大作 ８８３－１

98 布佐 北大作 ８７６－４ 南新木一丁目 ４１－　５

布佐 北大作 ８７６－６

99 布佐 北大作 ８８２－１ 南新木一丁目 １５－　１

布佐 北大作 ９１７－４

100 布佐 北大作 ８８２－３ 南新木一丁目 　９－　９

布佐 北大作 ８８２－１０

101 布佐 北大作 ８８２－６ 南新木一丁目 １０－　７

布佐 北大作 ８８２－１２

102 布佐 北大作 ８８２－９ 南新木一丁目 １０－　８

布佐 北大作 ８８２－１１

布佐 西大作 １９５０－３

103 布佐 北大作 ８８２－１３ 南新木一丁目 　６－　９

布佐 北大作 ９１７－１

布佐 北大作 ９１７－１２

104 布佐 北大作 ８８５－１ 南新木一丁目 １０－　２

布佐 北大作 ８８５－３

布佐 北大作 ８８５－５

布佐 北大作 ８８６－３

新
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合 　併 　明 　細 　書

No.  10

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

105 布佐 北大作 ８８５－２ 南新木一丁目 １０－　４

布佐 北大作 ８８６－２

106 布佐 北大作 ９０９－６ 南新木一丁目 ４３－　１

布佐 北大作 ９１０－２

布佐 北大作 ９１０－３

布佐 北大作 ９２８－８

107 布佐 北大作 ９１０－１ 南新木二丁目 １６－１２

布佐 北大作 ９１０－４

108 布佐 北大作 ９１７－６ 南新木一丁目 　６－　６

布佐 北大作 ９１７－１０

109 布佐 北大作 ９１７－９ 南新木一丁目 　６－１２

布佐 西大作 １９３５－４５

110 布佐 北大作 ９１７－１４ 南新木一丁目 ３６－１１

布佐 原地丑高入 １８７９－３

111 布佐 北大作 ９２０ 南新木一丁目 １５－１６

布佐 北大作 ９２７

布佐 北大作 ９３５－２

112 布佐 原地丑高入 １８８１－２ 南新木一丁目 １６－　４

布佐 原地丑高入 １８８２－２

113 布佐 原地丑高入 １８８６－１ 南新木一丁目 １７－　６

布佐 原地丑高入 １８８８

114 布佐 原地丑高入 １８８７ 南新木一丁目 １６－　３

布佐 西大作 １９０４

布佐 西大作 １９０６－１

布佐 西大作 １９０６－２

115 布佐 原地丑高入 １８９３－１ 南新木一丁目 １７－１２

布佐 原地丑高入 １８９３－９

116 布佐 原地丑高入 １８９３－２ 南新木一丁目 １７－　４

布佐 西大作 １９３５－４０

117 布佐 西大作 １９０５ 南新木一丁目 ３４－１５

布佐 西大作 １９０７－２

118 布佐 西大作 １９０７－１ 南新木一丁目 ３６－１６

新
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合 　併 　明 　細 　書

No.  11

旧 摘　　　要

号 大字（町） 字 地　　番 大字（町） 地　　番

布佐 西大作 １９０７－９

119 布佐 西大作 １９１８ 南新木一丁目 ３２－１５

布佐 西大作 １９２０

布佐 西大作 １９２１

120 布佐 西大作 １９１９ 南新木一丁目 ３２－１６

布佐 西大作 １９２２

布佐 西大作 １９２３

121 布佐 西大作 １９３１－２ 南新木一丁目 ２３－　１

布佐 西大作 １９３２－２

布佐 西大作 １９４０－２

122 布佐 西大作 １９３４ 南新木一丁目 ２３－２１

布佐 西大作 １９４３－２

123 布佐 西大作 １９３５－３９ 南新木一丁目 ３０－３９

布佐 西大作 １９３６－５１

124 布佐 西大作 １９３６－２ 南新木一丁目 ２８－　７

布佐 西大作 １９３６－５７

125 布佐 西大作 １９３６－５ 南新木一丁目 ２８－１０

布佐 西大作 １９３６－２５

布佐 西大作 １９３６－３８

126 布佐 西大作 １９３６－７１ 南新木一丁目 ３０－　４

布佐 西大作 １９３６－８１

127 布佐 西大作 １９４０－１ 南新木一丁目 ２３－　３

布佐 西大作 １９４１－３

128 布佐 西大作 １９５４－１ 南新木一丁目 ２５－１６

布佐 西大作 １９５５－３

129 布佐 西大作 １９６０ 南新木一丁目 ２４－　４

布佐 西大作 １９６１

布佐 西大作 １９６４－１

新

111



分 　割 　明 　細 　書

No.   1

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

1 南新木三丁目 ２０－　１ 新木 南 １８５９－２

南新木三丁目 ２１－　１

2 南新木三丁目 １８－　２ 新木 南 １８７７－１

南新木四丁目 　５－　５

3 南新木三丁目 　６－１１ 新木 南 １８８６

南新木三丁目 １９－　５

4 南新木三丁目 １６－１３ 新木 南 １８８７

南新木三丁目 ２０－１０

5 南新木三丁目 　８－　１ 新木 南 １８８８－１

南新木三丁目 １７－　５

6 南新木三丁目 １９－　２ 新木 南 １８９３

南新木三丁目 ２０－　９

7 南新木三丁目 ２０－　２ 新木 南 １８９５

南新木三丁目 ２１－　５

8 南新木三丁目 　４－　４ 新木 南 １９０９－１

南新木三丁目 　４－　８

9 南新木三丁目 　４－　９ 新木 南 １９０９－８

南新木三丁目 　５－　４

10 南新木三丁目 　３－　２ 新木 南 １９１０－１

南新木三丁目 　５－　１

11 南新木三丁目 　６－　３ 新木 南 １９１３

南新木三丁目 　７－　２

12 南新木三丁目 　６－　１ 新木 南 １９１４－１

南新木三丁目 １８－　６

13 南新木三丁目 　７－１１ 新木 南 １９１８

南新木三丁目 　８－　４

14 南新木二丁目 １１－１０ 新木 南 １９２０－２

南新木三丁目 　８－　８

15 南新木三丁目 　２－　７ 新木 南 １９２１

南新木三丁目 １０－１２

16 南新木三丁目 　５－　５ 新木 南 １９３５－１

南新木三丁目 　６－　４

新
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分 　割 　明 　細 　書

No.   2

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

17 南新木三丁目 　５－　９ 新木 南 １９３７

南新木三丁目 １０－１４

18 南新木一丁目 ３２－２２ 新木 南 １９５７－１

南新木三丁目 　１－　２

南新木三丁目 　１－　３

19 南新木二丁目 　３－　５ 新木 大作台 ２０６７－１

南新木三丁目 　２－　３

20 南新木二丁目 ２２－　５ 新木 大作台 ２０７５－２

南新木三丁目 １１－　３

21 南新木二丁目 ２２－　７ 新木 大作台 ２０８０

南新木三丁目 １３－　８

22 南新木二丁目 ２１－　６ 新木 大作台 ２０８１

南新木三丁目 １０－　２

23 南新木一丁目 ２９－２４ 新木 大作台 ２０８３

南新木二丁目 ２１－　７

24 南新木一丁目 　４－　５ 新木 大作台 ２０８４

南新木一丁目 ３４－２９

南新木二丁目 ２１－　４

25 南新木二丁目 １３－　２ 新木 大作台 ２０８６－１

南新木二丁目 １３－　３

南新木二丁目 １３－１３

26 南新木二丁目 １０－　５ 新木 大作台 ２０９０－１

南新木二丁目 １３－　７

27 南新木二丁目 　３－　４ 新木 大作台 ２１００

南新木二丁目 　５－１３

28 南新木一丁目 　４－　６ 新木 大作台 ２１０１

南新木二丁目 　４－　２

南新木二丁目 　５－　３

29 南新木二丁目 　７－　１ 新木 大作台 ２１１１

南新木二丁目 　８－　２

30 南新木二丁目 　６－　３ 新木 大作台 ２１１２－１

南新木二丁目 　８－　１

新

113



分 　割 　明 　細 　書

No.   3

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木二丁目 　９－　６

31 南新木一丁目 ３４－　１ 新木 越後チリ ２１１９

南新木二丁目 １２－　９

32 南新木二丁目 １５－１１ 新木 越後チリ ２１２０

南新木二丁目 １６－　５

33 南新木二丁目 　９－　８ 新木 越後チリ ２１２３

南新木二丁目 １０－　８

34 南新木一丁目 ２８－　１ 新木 越後チリ ２１２７

南新木一丁目 ２９－２５

35 南新木一丁目 ２１－　９ 新木 越後チリ ２１４５－４

南新木一丁目 ２８－１２

36 南新木二丁目 １７－　２ 新木 越後チリ ２１５１

南新木二丁目 １７－２８

37 南新木一丁目 ４０－　２ 新木 越後チリ ２１５６－１

南新木二丁目 　６－　１

南新木三丁目 １５－　３

38 南新木二丁目 １３－　８ 新木 越後チリ ２１６８－１

南新木二丁目 １６－　２

39 南新木三丁目 １４－１１ 新木 ビヤ田 ２３９７－１

南新木四丁目 ２３－１０

40 南新木一丁目 　４－　８ 新木 ビヤ田 ２３９９－２

南新木二丁目 　７－　８

41 南新木三丁目 １５－　１ 新木 羽黒 ２４２９

南新木四丁目 　７－　４

南新木四丁目 　７－　５

42 南新木四丁目 １１－　６ 新木 羽黒 ２４３５－１

南新木四丁目 ２１－　４

43 南新木四丁目 １７－　２ 新木 羽黒 ２４６１

南新木四丁目 １８－　８

44 南新木二丁目 ２１－　３ 新木 羽黒 ２４７２－４

南新木四丁目 　９－　３

南新木四丁目 ２０－　７
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分 　割 　明 　細 　書

No.   4

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２２－　８

45 南新木四丁目 １４－１０ 新木 羽黒 ２４７４

南新木四丁目 １５－　３

46 南新木四丁目 １１－　５ 新木 羽黒 ２４７７

南新木四丁目 ２１－　７

47 南新木四丁目 １５－２０ 新木 羽黒 ２４８５

南新木四丁目 ２３－　２

48 南新木四丁目 ２２－１３ 新木 羽黒 ２４８６

南新木四丁目 ２３－１１

49 南新木三丁目 　７－１２ 新木 羽黒 ２４９０

南新木四丁目 １４－　２

50 南新木四丁目 　７－１０ 新木 羽黒 ２４９２－１

南新木四丁目 １４－　５

51 南新木四丁目 １５－１９ 新木 羽黒 ２４９２－２

南新木四丁目 １７－　８

52 南新木四丁目 ２３－　７ 新木 羽黒 ２５０４－１

南新木四丁目 ２４－　７

53 南新木四丁目 　５－　１ 新木 羽黒 ２５０４－２

南新木四丁目 ２３－　８

54 南新木四丁目 　９－　２ 新木 羽黒 ２５０７－２

南新木四丁目 ２２－　６

55 南新木四丁目 　８－　７ 新木 羽黒 ２５１２

南新木四丁目 １１－　７

56 南新木三丁目 １８－　１ 新木 セイシ前 ２５２１

南新木四丁目 　３－　６

57 南新木四丁目 　２－　１ 新木 セイシ前 ２５２６

南新木四丁目 　３－　１

58 南新木四丁目 　３－　４ 新木 セイシ前 ２５３０

南新木四丁目 ２５－　５

59 南新木四丁目 ２４－　６ 新木 セイシ前 ２５３７

南新木四丁目 ２６－　８

60 南新木四丁目 ２７－　２ 新木 セイシ前 ２５６１－１
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分 　割 　明 　細 　書

No.   5

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木四丁目 ２８－　１

61 南新木一丁目 　３－　３ 布佐 北大作 ８７６－１

南新木一丁目 　４－　１

62 南新木一丁目 　６－　１ 布佐 北大作 ８７６－３

南新木一丁目 　８－　２

63 南新木一丁目 　６－　３ 布佐 北大作 ８８１

南新木一丁目 　７－　５

64 南新木一丁目 　９－　３ 布佐 北大作 ８８４－１

南新木一丁目 　９－　５

65 南新木一丁目 　９－　８ 布佐 北大作 ８８５－４

南新木一丁目 １０－　３

66 南新木一丁目 　９－　４ 布佐 北大作 ８９１－２

南新木一丁目 　９－　６

67 南新木一丁目 ４３－　３ 布佐 北大作 ９０９－５

南新木二丁目 ２４－　１

南新木二丁目 ２４－　３

南新木三丁目 ２３－　２

68 南新木一丁目 　６－１０ 布佐 北大作 ９１６

南新木三丁目 １１－　５

69 南新木一丁目 ４３－　２ 布佐 北大作 ９２８－９

南新木一丁目 ４３－　４

70 南新木一丁目 　４－　９ 布佐 原地丑高入 １８８２－１

南新木一丁目 １６－　２

71 南新木一丁目 　５－　３ 布佐 西大作 １９００－５

南新木一丁目 ３６－　８

72 南新木一丁目 　４－　４ 布佐 西大作 １９０１

南新木一丁目 　５－　１

73 南新木一丁目 ３９－　５ 布佐 西大作 １９０２－１

南新木一丁目 ４０－　１

74 南新木一丁目 ３６－　１ 布佐 西大作 １９１２

南新木一丁目 ３７－１６

75 南新木一丁目 ２３－１４ 布佐 西大作 １９１６
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分 　割 　明 　細 　書

No.   6

旧 摘　　　要

号 大字（町） 地　　番 大字（町） 字 地　　番

南新木一丁目 ２９－２８

76 南新木一丁目 １９－　３ 布佐 西大作 １９２８

南新木一丁目 １９－１７

77 南新木一丁目 ３０－　５ 布佐 西大作 １９３５－１

南新木一丁目 ３２－　２

78 南新木一丁目 ３６－１８ 布佐 西大作 １９３５－６

南新木一丁目 ３８－１０

79 南新木一丁目 ３１－　２ 布佐 西大作 １９３６－７６

南新木一丁目 ３４－３０

80 南新木一丁目 １２－　３ 布佐 西大作 １９５２－１

南新木一丁目 ２５－２２

81 南新木一丁目 ２４－　１ 布佐 西大作 １９５８

南新木一丁目 ２５－２１

82 南新木一丁目 ２４－　３ 布佐 西大作 １９６４－２

南新木一丁目 ２４－　５
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