
三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字三本柳1 水口町三本柳1
水口町三大寺字三本柳1-1 水口町三本柳1-1
水口町三大寺字三本柳1-2 水口町三本柳1-2
水口町三大寺字三本柳2 水口町三本柳2
水口町三大寺字三本柳2-1 水口町三本柳2-1
水口町三大寺字三本柳3 水口町三本柳3
水口町三大寺字三本柳3-1 水口町三本柳3-1
水口町三大寺字三本柳3-2 水口町三本柳3-2
水口町三大寺字三本柳3-3 水口町三本柳3-3
水口町三大寺字三本柳3-4 水口町三本柳3-4
水口町三大寺字三本柳4 水口町三本柳4
水口町三大寺字三本柳4-1 水口町三本柳4-1
水口町三大寺字三本柳5 水口町三本柳5
水口町三大寺字三本柳5-1 水口町三本柳5-1
水口町三大寺字三本柳5-2 水口町三本柳5-2
水口町三大寺字三本柳5-3 水口町三本柳5-3
水口町三大寺字三本柳6 水口町三本柳6
水口町三大寺字三本柳6-1 水口町三本柳6-1
水口町三大寺字三本柳6-2 水口町三本柳6-2
水口町三大寺字三本柳6-3 水口町三本柳6-3
水口町三大寺字三本柳6-4 水口町三本柳6-4
水口町三大寺字三本柳7-1 水口町三本柳7-1
水口町三大寺字三本柳7-2 水口町三本柳7-2
水口町三大寺字三本柳8 水口町三本柳8
水口町三大寺字三本柳9 水口町三本柳9
水口町三大寺字三本柳10 水口町三本柳10
水口町三大寺字三本柳10-1 水口町三本柳10-1
水口町三大寺字三本柳10-2 水口町三本柳10-2
水口町三大寺字三本柳11 水口町三本柳11
水口町三大寺字三本柳12 水口町三本柳12
水口町三大寺字三本柳12-1 水口町三本柳12-1
水口町三大寺字三本柳12-2 水口町三本柳12-2
水口町三大寺字三本柳13 水口町三本柳13
水口町三大寺字三本柳14 水口町三本柳14
水口町三大寺字三本柳15 水口町三本柳15
水口町三大寺字三本柳15-1 水口町三本柳15-1
水口町三大寺字三本柳15-2 水口町三本柳15-2
水口町三大寺字三本柳15-3 水口町三本柳15-3
水口町三大寺字三本柳16 水口町三本柳16
水口町三大寺字三本柳16-1 水口町三本柳16-1
水口町三大寺字三本柳17 水口町三本柳17
水口町三大寺字三本柳18 水口町三本柳18
水口町三大寺字三本柳19 水口町三本柳19
水口町三大寺字三本柳19-1 水口町三本柳19-1
水口町三大寺字三本柳20-1 水口町三本柳20-1
水口町三大寺字三本柳20-2 水口町三本柳20-2
水口町三大寺字三本柳20-6 水口町三本柳20-6
水口町三大寺字三本柳20-7 水口町三本柳20-7
水口町三大寺字三本柳20-8 水口町三本柳20-8
水口町三大寺字三本柳20-9 水口町三本柳20-9
水口町三大寺字三本柳20-10 水口町三本柳20-10
水口町三大寺字三本柳21-1 水口町三本柳21-1



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字三本柳21-2 水口町三本柳21-2
水口町三大寺字三本柳21-3 水口町三本柳21-3
水口町三大寺字三本柳23 水口町三本柳23
水口町三大寺字三本柳24 水口町三本柳24
水口町三大寺字三本柳25 水口町三本柳25
水口町三大寺字三本柳25-2 水口町三本柳25-2
水口町三大寺字三本柳26 水口町三本柳26
水口町三大寺字三本柳27 水口町三本柳27
水口町三大寺字三本柳28 水口町三本柳28
水口町三大寺字三本柳28-1 水口町三本柳28-1
水口町三大寺字三本柳29-5 水口町三本柳29-5
水口町三大寺字三本柳30 水口町三本柳30
水口町三大寺字三本柳30-1 水口町三本柳30-1
水口町三大寺字三本柳30-2 水口町三本柳30-2
水口町三大寺字三本柳30-3 水口町三本柳30-3
水口町三大寺字三本柳30-4 水口町三本柳30-4
水口町三大寺字三本柳30-5 水口町三本柳30-5
水口町三大寺字三本柳30-6 水口町三本柳30-6
水口町三大寺字三本柳30-7 水口町三本柳30-7
水口町三大寺字三本柳31 水口町三本柳31
水口町三大寺字三本柳31-1 水口町三本柳31-1
水口町三大寺字三本柳31-2 水口町三本柳31-2
水口町三大寺字三本柳33 水口町三本柳33
水口町三大寺字三本柳33-1 水口町三本柳33-1
水口町三大寺字三本柳34 水口町三本柳34
水口町三大寺字三本柳34-1 水口町三本柳34-1
水口町三大寺字三本柳34-2 水口町三本柳34-2
水口町三大寺字三本柳35 水口町三本柳35
水口町三大寺字三本柳36 水口町三本柳36
水口町三大寺字三本柳37 水口町三本柳37
水口町三大寺字三本柳38-1 水口町三本柳38-1
水口町三大寺字三本柳38-2 水口町三本柳38-2
水口町三大寺字三本柳38-3 水口町三本柳38-3
水口町三大寺字三本柳39 水口町三本柳39
水口町三大寺字三本柳39-1 水口町三本柳39-1
水口町三大寺字三本柳39-2 水口町三本柳39-2
水口町三大寺字三本柳40 水口町三本柳40
水口町三大寺字三本柳40-1 水口町三本柳40-1
水口町三大寺字三本柳40-2 水口町三本柳40-2
水口町三大寺字三本柳41 水口町三本柳41
水口町三大寺字三本柳42 水口町三本柳42
水口町三大寺字三本柳43 水口町三本柳43
水口町三大寺字三本柳43-1 水口町三本柳43-1
水口町三大寺字三本柳43-2 水口町三本柳43-2
水口町三大寺字三本柳44 水口町三本柳44
水口町三大寺字三本柳45 水口町三本柳45
水口町三大寺字三本柳46 水口町三本柳46
水口町三大寺字三本柳47 水口町三本柳47
水口町三大寺字三本柳48-1 水口町三本柳48-1
水口町三大寺字三本柳48-2 水口町三本柳48-2
水口町三大寺字三本柳49 水口町三本柳49
水口町三大寺字三本柳50 水口町三本柳50



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
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水口町三大寺字三本柳50-1 水口町三本柳50-1
水口町三大寺字三本柳51 水口町三本柳51
水口町三大寺字三本柳52 水口町三本柳52
水口町三大寺字三本柳52-1 水口町三本柳52-1
水口町三大寺字三本柳53 水口町三本柳53
水口町三大寺字三本柳54 水口町三本柳54
水口町三大寺字三本柳54-1 水口町三本柳54-1
水口町三大寺字三本柳55 水口町三本柳55
水口町三大寺字三本柳55-1 水口町三本柳55-1
水口町三大寺字三本柳55-2 水口町三本柳55-2
水口町三大寺字三本柳55-3 水口町三本柳55-3
水口町三大寺字三本柳55-6 水口町三本柳55-6
水口町三大寺字三本柳55-7 水口町三本柳55-7
水口町三大寺字三本柳56 水口町三本柳56
水口町三大寺字三本柳56-1 水口町三本柳56-1
水口町三大寺字三本柳56-2 水口町三本柳56-2
水口町三大寺字三本柳56-3 水口町三本柳56-3
水口町三大寺字三本柳56-5 水口町三本柳56-5
水口町三大寺字三本柳56-6 水口町三本柳56-6
水口町三大寺字三本柳56-8 水口町三本柳56-8
水口町三大寺字三本柳56-9 水口町三本柳56-9
水口町三大寺字三本柳56-10 水口町三本柳56-10
水口町三大寺字三本柳56-11 水口町三本柳56-11
水口町三大寺字三本柳57 水口町三本柳57
水口町三大寺字三本柳57-2 水口町三本柳57-2
水口町三大寺字三本柳57-7 水口町三本柳57-7
水口町三大寺字三本柳57-8 水口町三本柳57-8
水口町三大寺字三本柳57-9 水口町三本柳57-9
水口町三大寺字三本柳57-10 水口町三本柳57-10
水口町三大寺字三本柳57-11 水口町三本柳57-11
水口町三大寺字三本柳57-12 水口町三本柳57-12
水口町三大寺字三本柳57-13 水口町三本柳57-13
水口町三大寺字三本柳57-14 水口町三本柳57-14
水口町三大寺字三本柳57-15 水口町三本柳57-15
水口町三大寺字三本柳57-16 水口町三本柳57-16
水口町三大寺字三本柳57-17 水口町三本柳57-17
水口町三大寺字三本柳57-18 水口町三本柳57-18
水口町三大寺字三本柳57-19 水口町三本柳57-19
水口町三大寺字三本柳57-20 水口町三本柳57-20
水口町三大寺字三本柳57-21 水口町三本柳57-21
水口町三大寺字三本柳57-23 水口町三本柳57-23
水口町三大寺字三本柳57-24 水口町三本柳57-24
水口町三大寺字外川原58 水口町三本柳58
水口町三大寺字外川原59-1 水口町三本柳59-1
水口町三大寺字外川原59-2 水口町三本柳59-2
水口町三大寺字外川原59-3 水口町三本柳59-3
水口町三大寺字外川原60-1 水口町三本柳60-1
水口町三大寺字外川原60-2 水口町三本柳60-2
水口町三大寺字外川原61-1 水口町三本柳61-1
水口町三大寺字外川原61-2 水口町三本柳61-2
水口町三大寺字外川原62 水口町三本柳62
水口町三大寺字外川原63-1 水口町三本柳63-1



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字外川原63-2 水口町三本柳63-2
水口町三大寺字外川原64 水口町三本柳64
水口町三大寺字外川原65-1 水口町三本柳65-1
水口町三大寺字外川原65-2 水口町三本柳65-2
水口町三大寺字外川原66-1 水口町三本柳66-1
水口町三大寺字外川原66-2 水口町三本柳66-2
水口町三大寺字外川原66-3 水口町三本柳66-3
水口町三大寺字外川原67 水口町三本柳67
水口町三大寺字外川原68 水口町三本柳68
水口町三大寺字外川原68-1 水口町三本柳68-1
水口町三大寺字外川原69 水口町三本柳69
水口町三大寺字外川原70 水口町三本柳70
水口町三大寺字外川原70-1 水口町三本柳70-1
水口町三大寺字外川原70-2 水口町三本柳70-2
水口町三大寺字外川原71 水口町三本柳71
水口町三大寺字外川原71-1 水口町三本柳71-1
水口町三大寺字外川原72 水口町三本柳72
水口町三大寺字外川原73-1 水口町三本柳73-1
水口町三大寺字外川原73-2 水口町三本柳73-2
水口町三大寺字外川原74-1 水口町三本柳74-1
水口町三大寺字外川原74-2 水口町三本柳74-2
水口町三大寺字外川原75 水口町三本柳75
水口町三大寺字外川原76 水口町三本柳76
水口町三大寺字外川原76-1 水口町三本柳76-1
水口町三大寺字外川原76-13 水口町三本柳76-13
水口町三大寺字外川原76-14 水口町三本柳76-14
水口町三大寺字外川原76-15 水口町三本柳76-15
水口町三大寺字外川原76-18 水口町三本柳76-18
水口町三大寺字外川原76-19 水口町三本柳76-19
水口町三大寺字外川原76-20 水口町三本柳76-20
水口町三大寺字外川原76-21 水口町三本柳76-21
水口町三大寺字外川原76-24 水口町三本柳76-24
水口町三大寺字外川原76-25 水口町三本柳76-25
水口町三大寺字外川原76-26 水口町三本柳76-26
水口町三大寺字三本柳77-1 水口町三本柳77-1
水口町三大寺字三本柳77-2 水口町三本柳77-2
水口町三大寺字三本柳77-3 水口町三本柳77-3
水口町三大寺字三本柳77-4 水口町三本柳77-4
水口町三大寺字三本柳77-5 水口町三本柳77-5
水口町三大寺字三本柳77-6 水口町三本柳77-6
水口町三大寺字三本柳77-7 水口町三本柳77-7
水口町三大寺字三本柳77-8 水口町三本柳77-8
水口町三大寺字三本柳77-9 水口町三本柳77-9
水口町三大寺字三本柳77-10 水口町三本柳77-10
水口町三大寺字三本柳78-1 水口町三本柳78-1
水口町三大寺字三本柳78-2 水口町三本柳78-2
水口町三大寺字三本柳79 水口町三本柳79
水口町三大寺字三本柳79-1 水口町三本柳79-1
水口町三大寺字三本柳79-2 水口町三本柳79-2
水口町三大寺字三本柳79-3 水口町三本柳79-3
水口町三大寺字三本柳80 水口町三本柳80
水口町三大寺字三本柳80-1 水口町三本柳80-1



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字三本柳81-1 水口町三本柳81-1
水口町三大寺字三本柳81-2 水口町三本柳81-2
水口町三大寺字三本柳81-3 水口町三本柳81-3
水口町三大寺字三本柳82 水口町三本柳82
水口町三大寺字三本柳82-1 水口町三本柳82-1
水口町三大寺字三本柳82-2 水口町三本柳82-2
水口町三大寺字三本柳82-3 水口町三本柳82-3
水口町三大寺字三本柳83-1 水口町三本柳83-1
水口町三大寺字三本柳83-2 水口町三本柳83-2
水口町三大寺字三本柳84 水口町三本柳84
水口町三大寺字三本柳85 水口町三本柳85
水口町三大寺字三本柳85-1 水口町三本柳85-1
水口町三大寺字三本柳86-1 水口町三本柳86-1
水口町三大寺字三本柳86-2 水口町三本柳86-2
水口町三大寺字三本柳86-3 水口町三本柳86-3
水口町三大寺字三本柳86-4 水口町三本柳86-4
水口町三大寺字三本柳87 水口町三本柳87
水口町三大寺字三本柳87-1 水口町三本柳87-1
水口町三大寺字三本柳88 水口町三本柳88
水口町三大寺字三本柳89-2 水口町三本柳89-2
水口町三大寺字三本柳90 水口町三本柳90
水口町三大寺字三本柳91 水口町三本柳91
水口町三大寺字三本柳92 水口町三本柳92
水口町三大寺字三本柳93 水口町三本柳93
水口町三大寺字三本柳94 水口町三本柳94
水口町三大寺字三本柳94-1 水口町三本柳94-1
水口町三大寺字三本柳95 水口町三本柳95
水口町三大寺字三本柳96 水口町三本柳96
水口町三大寺字三本柳97 水口町三本柳97
水口町三大寺字三本柳97-1 水口町三本柳97-1
水口町三大寺字三本柳97-2 水口町三本柳97-2
水口町三大寺字三本柳98 水口町三本柳98
水口町三大寺字三本柳99 水口町三本柳99
水口町三大寺字三本柳100 水口町三本柳100
水口町三大寺字下川原101 水口町三本柳101
水口町三大寺字下川原102-2 水口町三本柳102-2
水口町三大寺字下川原103 水口町三本柳103
水口町三大寺字下川原104-1 水口町三本柳104-1
水口町三大寺字下川原104-2 水口町三本柳104-2
水口町三大寺字川原105 水口町三本柳105
水口町三大寺字川原105-2 水口町三本柳105-2
水口町三大寺字川原106 水口町三本柳106
水口町三大寺字川原107 水口町三本柳107
水口町三大寺字川原107-1 水口町三本柳107-1
水口町三大寺字川原108-1 水口町三本柳108-1
水口町三大寺字川原108-2 水口町三本柳108-2
水口町三大寺字川原109-1 水口町三本柳109-1
水口町三大寺字川原109-3 水口町三本柳109-3
水口町三大寺字川原110-1 水口町三本柳110-1
水口町三大寺字川原110-2 水口町三本柳110-2
水口町三大寺字川原111-1 水口町三本柳111-1
水口町三大寺字川原111-2 水口町三本柳111-2
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水口町三大寺字川原111-3 水口町三本柳111-3
水口町三大寺字川原112 水口町三本柳112
水口町三大寺字川原112-1 水口町三本柳112-1
水口町三大寺字川原112-2 水口町三本柳112-2
水口町三大寺字川原112-3 水口町三本柳112-3
水口町三大寺字川原113-1 水口町三本柳113-1
水口町三大寺字川原113-2 水口町三本柳113-2
水口町三大寺字川原113-4 水口町三本柳113-4
水口町三大寺字川原113-5 水口町三本柳113-5
水口町三大寺字川原118-1 水口町三本柳118-1
水口町三大寺字川原118-2 水口町三本柳118-2
水口町三大寺字川原135 水口町三本柳135
水口町三大寺字川原135-1 水口町三本柳135-1
水口町三大寺字川原205 水口町三本柳205
水口町三大寺字川原206-1 水口町三本柳206-1
水口町三大寺字川原口229 水口町三本柳229
水口町三大寺字川原口230 水口町三本柳230
水口町三大寺字川原口230-1 水口町三本柳230-1
水口町三大寺字川原口231 水口町三本柳231
水口町三大寺字川原口231-1 水口町三本柳231-1
水口町三大寺字川原口231-2 水口町三本柳231-2
水口町三大寺字川原口231-3 水口町三本柳231-3
水口町三大寺字川原口231-4 水口町三本柳231-4
水口町三大寺字川原口232 水口町三本柳232
水口町三大寺字川原口233 水口町三本柳233
水口町三大寺字川原口233-1 水口町三本柳233-1
水口町三大寺字川原口234 水口町三本柳234
水口町三大寺字川原口235 水口町三本柳235
水口町三大寺字川原口235-1 水口町三本柳235-1
水口町三大寺字川原口235-2 水口町三本柳235-2
水口町三大寺字川原口235-3 水口町三本柳235-3
水口町三大寺字川原口235-4 水口町三本柳235-4
水口町三大寺字川原口235-5 水口町三本柳235-5
水口町三大寺字清水243-2 水口町三本柳243-2 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水243-5 水口町三本柳243-5
水口町三大寺字清水243-8 水口町三本柳243-8 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水243-9 水口町三本柳243-9 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水244 水口町三本柳244
水口町三大寺字清水244-1 水口町三本柳244-1
水口町三大寺字清水244-4 水口町三本柳244-4
水口町三大寺字清水245 水口町三本柳245
水口町三大寺字清水245-1 水口町三本柳245-1
水口町三大寺字清水245-2 水口町三本柳245-2
水口町三大寺字清水245-3 水口町三本柳245-3
水口町三大寺字清水246 水口町三本柳246
水口町三大寺字清水247 水口町三本柳247
水口町三大寺字清水247-1 水口町三本柳247-1
水口町三大寺字清水247-2 水口町三本柳247-2
水口町三大寺字清水249-1 水口町三本柳249-1
水口町三大寺字清水249-2 水口町三本柳249-2
水口町三大寺字清水250 水口町三本柳250
水口町三大寺字清水250-1 水口町三本柳250-1



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字清水250-2 水口町三本柳250-2
水口町三大寺字清水251 水口町三本柳251
水口町三大寺字清水252-1 水口町三本柳252-1
水口町三大寺字清水252-2 水口町三本柳252-2
水口町三大寺字清水253 水口町三本柳253
水口町三大寺字清水253-1 水口町三本柳253-1
水口町三大寺字清水253-2 水口町三本柳253-2
水口町三大寺字清水254-1 水口町三本柳254-1
水口町三大寺字清水254-2 水口町三本柳254-2
水口町三大寺字清水255-1 水口町三本柳255-1
水口町三大寺字清水255-2 水口町三本柳255-2
水口町三大寺字清水255-3 水口町三本柳255-3
水口町三大寺字清水256-2 水口町三本柳256-2
水口町三大寺字清水258-2 水口町三本柳258-2
水口町三大寺字清水259-1 水口町三本柳259-1 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水259-2 水口町三本柳259-2
水口町三大寺字清水259-3 水口町三本柳259-3 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水260-1 水口町三本柳260-1 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水260-2 水口町三本柳260-2
水口町三大寺字清水260-3 水口町三本柳260-3
水口町三大寺字清水260-4 水口町三本柳260-4 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水261-1 水口町三本柳261-1
水口町三大寺字清水261-4 水口町三本柳261-4
水口町三大寺字清水261-6 水口町三本柳261-6
水口町三大寺字清水261-7 水口町三本柳261-7
水口町三大寺字清水261-8 水口町三本柳261-8
水口町三大寺字清水261-9 水口町三本柳261-9
水口町三大寺字清水262-3 水口町三本柳262-3 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水262-5 水口町三本柳262-5 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水264-3 水口町三本柳264-3 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水265 水口町三本柳265 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水267 水口町三本柳267 ２０２２年４月１日から施行
水口町三大寺字清水282-2 水口町三本柳282-2
水口町三大寺字清水284-2 水口町三本柳284-2
水口町三大寺字清水285-2 水口町三本柳285-2
水口町三大寺字清水285-3 水口町三本柳285-3
水口町三大寺字清水286-1 水口町三本柳286-1
水口町三大寺字清水286-2 水口町三本柳286-2
水口町三大寺字清水286-3 水口町三本柳286-3
水口町三大寺字清水287-1 水口町三本柳287-1
水口町三大寺字清水287-2 水口町三本柳287-2
水口町三大寺字清水287-3 水口町三本柳287-3
水口町三大寺字清水288 水口町三本柳288
水口町三大寺字清水289-1 水口町三本柳289-1
水口町三大寺字清水289-2 水口町三本柳289-2
水口町三大寺字清水290 水口町三本柳290
水口町三大寺字清水290-1 水口町三本柳290-1
水口町三大寺字清水290-2 水口町三本柳290-2
水口町三大寺字清水290-3 水口町三本柳290-3
水口町三大寺字清水290-4 水口町三本柳290-4
水口町三大寺字清水291 水口町三本柳291
水口町三大寺字清水291-1 水口町三本柳291-1



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字清水291-2 水口町三本柳291-2
水口町三大寺字清水291-3 水口町三本柳291-3
水口町三大寺字清水291-4 水口町三本柳291-4
水口町三大寺字清水292 水口町三本柳292
水口町三大寺字清水292-1 水口町三本柳292-1
水口町三大寺字清水292-2 水口町三本柳292-2
水口町三大寺字清水292-3 水口町三本柳292-3
水口町三大寺字清水293-1 水口町三本柳293-1
水口町三大寺字清水293-2 水口町三本柳293-2
水口町三大寺字前田293-3 水口町三本柳293-3
水口町三大寺字清水293-4 水口町三本柳293-4
水口町三大寺字前田295-1 水口町三本柳295-1
水口町三大寺字清水296-2 水口町三本柳296-2
水口町三大寺字清水296-4 水口町三本柳296-4
水口町三大寺字清水297-1 水口町三本柳297-1
水口町三大寺字清水297-2 水口町三本柳297-2
水口町三大寺字清水297-3 水口町三本柳297-3
水口町三大寺字清水297-5 水口町三本柳297-5
水口町三大寺字前田298-3 水口町三本柳298-3
水口町三大寺字前田298-4 水口町三本柳298-4
水口町三大寺字前田300-1 水口町三本柳300-1
水口町三大寺字前田300-2 水口町三本柳300-2
水口町三大寺字前田300-3 水口町三本柳300-3
水口町三大寺字前田300-4 水口町三本柳300-4
水口町三大寺字前田300-5 水口町三本柳300-5
水口町三大寺字前田300-6 水口町三本柳300-6
水口町三大寺字前田300-7 水口町三本柳300-7
水口町三大寺字前田300-8 水口町三本柳300-8
水口町三大寺字前田300-9 水口町三本柳300-9
水口町三大寺字前田300-10 水口町三本柳300-10
水口町三大寺字前田300-11 水口町三本柳300-11
水口町三大寺字前田300-12 水口町三本柳300-12
水口町三大寺字前田300-13 水口町三本柳300-13
水口町三大寺字前田300-14 水口町三本柳300-14
水口町三大寺字前田300-15 水口町三本柳300-15
水口町三大寺字前田300-16 水口町三本柳300-16
水口町三大寺字前田300-17 水口町三本柳300-17
水口町三大寺字前田300-18 水口町三本柳300-18
水口町三大寺字前田300-19 水口町三本柳300-19
水口町三大寺字前田300-20 水口町三本柳300-20
水口町三大寺字前田300-21 水口町三本柳300-21
水口町三大寺字前田300-22 水口町三本柳300-22
水口町三大寺字前田300-23 水口町三本柳300-23
水口町三大寺字前田300-24 水口町三本柳300-24
水口町三大寺字前田300-25 水口町三本柳300-25
水口町三大寺字前田300-26 水口町三本柳300-26
水口町三大寺字前田300-27 水口町三本柳300-27
水口町三大寺字前田300-28 水口町三本柳300-28
水口町三大寺字前田300-29 水口町三本柳300-29
水口町三大寺字前田300-30 水口町三本柳300-30
水口町三大寺字前田300-31 水口町三本柳300-31
水口町三大寺字前田300-32 水口町三本柳300-32



三本柳字名変更一覧
変更前 変更後
住所 住所 備考

水口町三大寺字前田300-33 水口町三本柳300-33
水口町三大寺字前田300-34 水口町三本柳300-34
水口町三大寺字前田300-35 水口町三本柳300-35
水口町三大寺字前田300-36 水口町三本柳300-36
水口町三大寺字前田300-37 水口町三本柳300-37
水口町三大寺字前田300-38 水口町三本柳300-38
水口町三大寺字前田300-39 水口町三本柳300-39
水口町三大寺字前田300-40 水口町三本柳300-40
水口町三大寺字前田300-41 水口町三本柳300-41
水口町三大寺字前田300-42 水口町三本柳300-42
水口町三大寺字前田300-43 水口町三本柳300-43
水口町三大寺字前田300-44 水口町三本柳300-44
水口町三大寺字前田300-45 水口町三本柳300-45
水口町三大寺字前田300-46 水口町三本柳300-46
水口町三大寺字前田300-47 水口町三本柳300-47
水口町三大寺字前田305-3 水口町三本柳305-3
水口町三大寺字前田2000 水口町三本柳2000
水口町三大寺字前田2001 水口町三本柳2001
水口町三大寺字前田2002 水口町三本柳2002
水口町三大寺字前田2003 水口町三本柳2003
水口町三大寺字前田2004-1 水口町三本柳2004-1
水口町三大寺字前田2004-2 水口町三本柳2004-2
水口町三大寺字前田2005 水口町三本柳2005
水口町三大寺字前田2006 水口町三本柳2006
水口町三大寺字前田2007 水口町三本柳2007


