
　住所地対照表　（　旧住所地　→　新住所地　）
旧 新 備考

石岡１８４７番地１ 石岡二丁目２１番地２

石岡２０８２番地５ 石岡二丁目８番地９

石岡２０８２番地５０ 石岡二丁目８番地９

石岡２０８３番地１ 石岡二丁目２０番地２

石岡２０８５番地５ 石岡二丁目２０番地７

石岡２０８８番地 石岡二丁目１７番地１７

石岡二丁目１７番地２２

石岡２０８８番地２ 石岡二丁目１７番地１９

石岡二丁目１７番地２０

石岡２０８９番地１ 石岡二丁目１９番地１８

石岡２０８９番地２ 石岡二丁目１９番地１９

石岡２０９０番地 石岡二丁目１９番地２０

石岡２０９０番地２ 石岡二丁目１９番地７

石岡２０９２番地１ 石岡二丁目１９番地１４

石岡２０９８番地１ 石岡二丁目１６番地５

石岡２０９９番地 石岡二丁目１６番地７

石岡二丁目１６番地９

石岡２１００番地 石岡二丁目１６番地８

石岡２１０１番地 石岡二丁目１７番地９

石岡二丁目１７番地１３

石岡２１０２番地１ 石岡二丁目１７番地１４

石岡２１０２番地２ 石岡二丁目１７番地１５

石岡２１０４番地２ 石岡二丁目１７番地１１

石岡２１０４番地４ 石岡二丁目１７番地８

石岡２１０４番地６ 石岡二丁目１７番地１０

石岡２１０９番地 石岡二丁目１８番地３

石岡二丁目１８番地５

石岡２１１０番地１ 石岡二丁目１７番地２４

石岡２１１０番地２ 石岡二丁目１７番地２３

石岡２１１１番地１ 石岡二丁目１７番地６

石岡２１１１番地２ 石岡二丁目１７番地２６

石岡２１１２番地 石岡二丁目１７番地２７

石岡二丁目１７番地２９

石岡２１１２番地１ 石岡二丁目１７番地２７

石岡２１１３番地３ 石岡二丁目１７番地４



旧 新 備考

石岡２１１４番地２ 石岡二丁目１７番地３３

石岡２１１４番地４ 石岡二丁目１７番地３５

石岡２１１４番地５ 石岡二丁目１７番地３６

石岡２１１４番地７ 石岡二丁目１７番地３２

石岡２１１４番地８ 石岡二丁目１７番地３０

石岡２１１７番地１ 石岡二丁目１７番地３７

石岡２１１８番地 石岡二丁目１７番地２

石岡２１１９番地 石岡二丁目１７番地１

石岡２１２０番地１ 石岡二丁目１６番地１

石岡２１３２番地 石岡二丁目１８番地４

石岡２１４７番地 石岡二丁目１８番地２

石岡２４１１番地１ 石岡二丁目１４番地９

石岡２４１６番地 石岡二丁目１１番地４

石岡二丁目１１番地７

石岡二丁目１１番地１３

石岡二丁目１１番地１６

石岡二丁目１１番地２４

石岡二丁目１３番地６

石岡２４１６番地２ 石岡二丁目１１番地４

石岡２４１６番地５ 石岡二丁目１３番地１

石岡２４１６番地６ 石岡二丁目１３番地２

石岡２４１６番地９ 石岡二丁目１３番地４

石岡２４１６番地１１ 石岡二丁目１３番地５

石岡２４１６番地１３ 石岡二丁目１２番地１

石岡２４１６番地１５ 石岡二丁目１２番地２

石岡２４１６番地１７ 石岡二丁目１２番地３

石岡２４１６番地１９ 石岡二丁目１２番地４

石岡２４１６番地２１ 石岡二丁目１１番地８

石岡２４１６番地２４ 石岡二丁目１１番地１０

石岡２４１６番地２６ 石岡二丁目１１番地１１

石岡２４１６番地３２ 石岡二丁目１１番地１９

石岡２４１６番地３３ 石岡二丁目１１番地２１

石岡２４１６番地３４ 石岡二丁目１１番地２３

石岡２４１６番地３６ 石岡二丁目１１番地２６

石岡２４１７番地５ 石岡二丁目１０番地３

石岡２４１９番地１ 石岡二丁目６番地１７



旧 新 備考

石岡２４２０番地 石岡二丁目１０番地７

石岡２４２２番地１ 石岡二丁目１０番地１２

石岡２４２２番地３ 石岡二丁目１０番地４

石岡２４２４番地１ 石岡二丁目１０番地１

石岡２４２５番地２ 石岡二丁目５番地１６

石岡２４２６番地２ 石岡二丁目６番地１１

石岡２４２６番地３ 石岡二丁目６番地１２

石岡２４２７番地１ 石岡二丁目１０番地３

石岡２４３１番地５ 石岡二丁目８番地８

石岡２４３１番地９ 石岡二丁目８番地５

石岡２４３９番地１ 石岡二丁目８番地１６

石岡２４４２番地 石岡二丁目１０番地２

石岡２４４４番地１ 石岡二丁目８番地２３

石岡２４４７番地 石岡二丁目６番地９

石岡２４４８番地 石岡二丁目５番地１４

石岡２４５３番地 石岡二丁目３番地４

石岡２４５５番地１ 石岡二丁目６番地３１

石岡２４５６番地２ 石岡二丁目６番地３

石岡２４５７番地１ 石岡二丁目７番地５

石岡２４５７番地２ 石岡二丁目７番地２

石岡２４６５番地 石岡一丁目１０番地６

石岡２４７１番地２ 石岡二丁目３番地９

石岡２４７６番地１ 石岡一丁目１０番地１１

石岡２４７６番地２ 石岡一丁目１０番地１

石岡２４７７番地 石岡二丁目３番地３

石岡２４７８番地１ 石岡二丁目５番地１２

石岡２４７９番地２ 石岡二丁目５番地１１

石岡２４８０番地６ 石岡二丁目６番地２４

石岡２４８０番地１１ 石岡二丁目５番地１８

石岡二丁目６番地２０

石岡２４８３番地 石岡二丁目１３番地７

石岡２４８５番地１ 石岡二丁目１４番地５

石岡２４８５番地２ 石岡二丁目１４番地２

石岡２４８７番地３ 石岡二丁目１番地５

石岡２４８８番地 石岡二丁目１４番地６

石岡２４８９番地 石岡二丁目５番地８



旧 新 備考

石岡２４９０番地１ 石岡二丁目５番地２２

石岡２４９０番地２ 石岡二丁目５番地７

石岡２４９５番地１ 石岡一丁目１１番地６

石岡２４９７番地２ 石岡一丁目１１番地７

石岡２５０１番地１ 石岡二丁目５番地５

石岡２５０２番地２ 石岡二丁目５番地２９

石岡２５０３番地４ 石岡二丁目２番地６

石岡２５０３番地５ 石岡二丁目２番地４

石岡２５０５番地２ 石岡一丁目１１番地３

石岡２５０６番地２ 石岡一丁目１２番地８

石岡２５０６番地３ 石岡一丁目１２番地５

石岡２５０６番地４ 石岡一丁目１２番地１

石岡２５０６番地５ 石岡一丁目１２番地１０

石岡２５１０番地５ 石岡二丁目１番地３

石岡２５１０番地７ 石岡二丁目１番地１０

石岡２５１１番地２ 石岡二丁目１番地７

石岡３１６５番地２ 石岡一丁目１番地１ 石岡市役所

石岡３１９９番地１ 石岡一丁目１番地８

石岡３２０４番地１ 石岡一丁目１番地４

石岡３２７７番地１ 石岡一丁目１番地１１

石岡３２７８番地４ 石岡一丁目１番地１５

石岡３２７８番地５ 石岡一丁目１番地１３

石岡３３０９番地６ 石岡一丁目６番地１１

石岡３３１２番地１０ 石岡一丁目６番地５

石岡３３１２番地１１ 石岡一丁目６番地６

石岡３３１５番地１ 石岡一丁目６番地１２

石岡３３１７番地１ 石岡一丁目２番地４

石岡３３１７番地４ 石岡一丁目２番地１２

石岡３３１７番地６ 石岡一丁目２番地１０

石岡３３１７番地７ 石岡一丁目２番地９

石岡３３１７番地８ 石岡一丁目２番地８

石岡３３１７番地９ 石岡一丁目２番地１３

石岡３３１７番地１０ 石岡一丁目２番地１４

石岡３３１７番地１１ 石岡一丁目２番地５

石岡３３１７番地１２ 石岡一丁目２番地６

石岡３３１７番地１３ 石岡一丁目２番地７



旧 新 備考

石岡３３１９番地１ 石岡一丁目３番地２

石岡３３２２番地２ 石岡一丁目３番地１

石岡３３３５番地２ 石岡一丁目３番地３

石岡３３３９番地１ 石岡一丁目２番地１８ 石岡市消防本部

石岡３３９９番地１ 石岡一丁目１３番地３

石岡３４０３番地３ 石岡一丁目６番地２７

石岡３４０４番地１ 石岡一丁目６番地３１

石岡３４０７番地 石岡一丁目６番地２４

石岡３４２２番地 石岡一丁目９番地 茨城県立石岡第一高等学校

石岡３４２６番地 石岡一丁目７番地１

石岡３４２９番地１ 石岡一丁目７番地４

石岡３４３７番地２ 石岡一丁目８番地４

石岡３４３９番地 石岡一丁目８番地１

石岡３４４３番地 石岡一丁目１４番地６

石岡３４４７番地 石岡一丁目１７番地４０

石岡３４４９番地８ 石岡一丁目１９番地１

石岡３４４９番地１０ 石岡一丁目１７番地２８

石岡３４５１番地１ 石岡一丁目１４番地５

石岡一丁目１５番地２

石岡３４５３番地１ 石岡一丁目１４番地１

石岡３４５３番地２ 石岡一丁目１４番地８

石岡３４５５番地１ 石岡一丁目１４番地２

石岡３４５６番地１７ 石岡一丁目１７番地３４

石岡３４５６番地２０ 石岡一丁目１７番地３５

石岡３４５６番地２１ 石岡一丁目１７番地８

石岡３４５７番地１５ 石岡一丁目１７番地４

石岡３４５７番地１８ 石岡一丁目１７番地３８
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