
旧　新　地　番　対　照　表
P  1

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 1 -1 3 2 下門前 2315

大字下門前字裏田 4 -1

大字春日新田字浄教寺 1486 -1

大字春日新田字浄教寺 1487 -4

大字下門前字裏田 1 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 4 -1 大字下門前字裏田1-1に合併

大字下門前字裏田 4 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 4 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 5 -1 44 1 下門前 2204

大字下門前字裏田 6 -2

大字下門前字裏田 7 -2

大字下門前字裏田 5 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 6 -1 31 5 下門前 2323

大字下門前字裏田 6 -2 大字下門前字裏田5-1に合併

大字下門前字裏田 6 -3 31 8 下門前 2324

大字下門前字裏田 6 -4 31 3 下門前 2321

大字下門前字裏田 7 -2 大字下門前字裏田5-1に合併

大字下門前字裏田 9 -1 31 11 下門前 2328

大字下門前字裏田 10 33 2 下門前 2356

大字下門前字裏田 11

大字下門前字裏田 13

大字下門前字裏田 14

大字下門前字裏田 15

大字下門前字裏田 16

大字下門前字裏田 17

大字下門前字裏田 11 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 12 46 11 下門前 2228

大字下門前字裏田 13 -2

大字下門前字裏田 14 -3

大字下門前字裏田 14 -5

大字下門前字裏田 31 -1

大字下門前字裏田 32 -1

大字下門前字裏田 104

大字下門前字裏田 105 -1

大字下門前字裏田 13 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 13 -2 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 14 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 14 -3 大字下門前字裏田12に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  2

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 14 -5 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 15 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 16 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 17 大字下門前字裏田10に合併

大字下門前字裏田 18 3 4 下門前 2310

大字下門前字裏田 19

大字下門前字裏田 50 -6

大字下門前字切捨 671

大字下門前字裏田 19 大字下門前字裏田18に合併

大字下門前字裏田 20 -1 31 12 下門前 2329

大字下門前字裏田 21

大字下門前字裏田 20 -2 31 13 下門前 2332

大字下門前字裏田 42 -2

大字下門前字裏田 43 -1

大字下門前字裏田 21 大字下門前字裏田20-1に合併

大字下門前字裏田 22 31 14 下門前 2330

48 9 下門前 2017

大字下門前字裏田 23 -1 法第95条第6項により換地不交付

大字下門前字裏田 23 -2 33 8 下門前 2350

大字下門前字裏田 24 -4

大字下門前字裏田 24 -1 法第95条第6項により換地不交付

大字下門前字裏田 24 -2 法第95条第6項により換地不交付

大字下門前字裏田 24 -3 33 6 下門前 2352

大字下門前字裏田 24 -4 大字下門前字裏田23-2に合併

大字下門前字裏田 25 -1 33 5 下門前 2353

大字下門前字裏田 25 -2

大字下門前字裏田 26 -1

大字下門前字裏田 28 -4

大字下門前字裏田 28 -7

大字下門前字裏田 28 -8

大字下門前字裏田 25 -2 大字下門前字裏田25-1に合併

大字下門前字裏田 26 -1 大字下門前字裏田25-1に合併

大字下門前字裏田 26 -2 34 5 下門前 2346

大字下門前字裏田 26 -3

大字下門前字裏田 26 -3 大字下門前字裏田26-2に合併

大字下門前字裏田 26 -4 34 4 -1 下門前 2344

大字下門前字裏田 28 -5

大字下門前字裏田 28 -6

大字下門前字裏田 26 -5 34 4 -2 下門前 2345

大字下門前字裏田 26 -6

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  3

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 28 -11

大字下門前字裏田 28 -12

大字下門前字裏田 26 -6 大字下門前字裏田26-5に合併

大字下門前字裏田 27 47 4 下門前 2005

大字下門前字裏田 28 -1 34 1 下門前 2341

大字下門前字裏田 28 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 28 -4 大字下門前字裏田25-1に合併

大字下門前字裏田 28 -5 大字下門前字裏田26-4に合併

大字下門前字裏田 28 -6 大字下門前字裏田26-4に合併

大字下門前字裏田 28 -7 大字下門前字裏田25-1に合併

大字下門前字裏田 28 -8 大字下門前字裏田25-1に合併

大字下門前字裏田 28 -11 大字下門前字裏田26-5に合併

大字下門前字裏田 28 -12 大字下門前字裏田26-5に合併

大字下門前字裏田 29 31 16 下門前 2333

大字下門前字裏田 42 -1

大字下門前字裏田 30 31 19 下門前 2337

大字下門前字裏田 45

大字下門前字裏田 46

大字下門前字裏田 31 -1 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 31 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 31 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 32 -1 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 32 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 33 -1 46 9 -1 下門前 2232

大字下門前字裏田 33 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 33 -3 46 9 -2 下門前 2231

大字下門前字裏田 34 -1 46 5 下門前 2235

大字下門前字裏田 34 -4

大字下門前字裏田 35 -2

大字下門前字裏田 36 -1

大字下門前字裏田 82

大字下門前字裏田 83

大字下門前字裏田 89

大字下門前字裏田 90

大字下門前字裏田 34 -2 46 7 下門前 2234

大字下門前字裏田 35 -1

大字下門前字裏田 34 -3 46 8 下門前 2233

大字下門前字裏田 34 -5

大字下門前字裏田 34 -6

大字下門前字裏田 34 -4 大字下門前字裏田34-1に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  4

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 34 -5 大字下門前字裏田34-3に合併

大字下門前字裏田 34 -6 大字下門前字裏田34-3に合併

大字下門前字裏田 35 -1 大字下門前字裏田34-2に合併

大字下門前字裏田 35 -2 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 36 -1 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 36 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 37 -1 46 2 下門前 2236

大字下門前字裏田 37 -2 34 9 下門前 2339

大字下門前字裏田 38 -1

大字下門前字裏田 37 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 37 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 38 -1 大字下門前字裏田37-2に合併

大字下門前字裏田 38 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 39 -1 31 20 下門前 2336

大字下門前字裏田 39 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 40 -1 31 21 下門前 2335

大字春日新田字浄教寺 1592 -2

大字下門前字裏田 40 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 41 -1 26 9 下門前 1872

大字春日新田字浄教寺 1592 -1

大字下門前字裏田 41 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 42 -1 大字下門前字裏田29に合併

大字下門前字裏田 42 -2 大字下門前字裏田20-2に合併

大字下門前字裏田 42 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 43 -1 大字下門前字裏田20-2に合併

大字下門前字裏田 43 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 43 -3 31 10 下門前 2327

大字下門前字裏田 44 -1

大字下門前字裏田 44 -1 大字下門前字裏田43-3に合併

大字下門前字裏田 44 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 45 大字下門前字裏田30に合併

大字下門前字裏田 46 大字下門前字裏田30に合併

大字下門前字裏田 47 2 5 下門前 2285

大字下門前字脇戸 118

大字下門前字脇戸 119

大字下門前字大割 770

大字下門前字大割 771

大字下門前字裏田 48 34 8 下門前 2340

大字下門前字裏田 79

大字下門前字裏田 86

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  5

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 49 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 50 -1 3 3 下門前 2311

大字下門前字裏田 50 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 50 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 50 -5 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 50 -6 大字下門前字裏田18に合併

大字下門前字裏田 51 27 3 下門前 1781

大字下門前字脇戸 115

大字下門前字脇戸 116

大字下門前字裏田 52 3 6 下門前 2309

大字下門前字裏田 53 -1 3 7 -1 下門前 2306

大字下門前字裏田 53 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 53 -3 3 7 -2 下門前 2307

大字下門前字裏田 54 -1 3 9 下門前 2305

大字下門前字裏田 55 -1

大字下門前字裏田 54 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 55 -1 大字下門前字裏田54-1に合併

大字下門前字裏田 55 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 56 -1 3 8 下門前 2308

26 8 下門前 1873

大字下門前字裏田 56 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 57 -1 4 2 下門前 2254

大字下門前字裏田 57 -2

大字下門前字裏田 57 -6

大字下門前字裏田 57 -2 大字下門前字裏田57-1に合併

大字下門前字裏田 57 -3 8 6 -1 塩屋新田 351

大字下門前字裏田 57 -4 44 5 下門前 2196

大字下門前字裏田 57 -5 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 57 -6 大字下門前字裏田57-1に合併

大字下門前字裏田 57 -7 8 6 -2 塩屋新田 350

大字下門前字裏田 57 -8 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 57 -9 47 5 下門前 2001

大字下門前字裏田 58 -1 4 4 下門前 2253

大字下門前字長楽寺 919

大字下門前字裏田 58 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 59 -1 51 4 -1 下門前 1927

51 4 -2 下門前 1926

51 4 -3 下門前 1925

59 1 下門前 1741

大字下門前字裏田 59 -2 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  6

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 60 4 7 下門前 2250

大字下門前字裏田 61 -1

大字下門前字裏田 61 -3

大字下門前字裏田 61 -1 大字下門前字裏田60に合併

大字下門前字裏田 61 -2 45 9 下門前 2213

大字下門前字裏田 61 -3 大字下門前字裏田60に合併

大字下門前字裏田 62 4 8 下門前 2249

大字上源入字春日割 91 -2

大字上源入字春日割 92 -2

大字下門前字裏田 63 -1 4 9 下門前 2247

大字下門前字裏田 64 -1

大字下門前字裏田 63 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 63 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 64 -1 大字下門前字裏田63-1に合併

大字下門前字裏田 64 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 65 -1 4 10 下門前 2246

大字下門前字裏田 65 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 65 -3 45 7 下門前 2211

大字下門前字裏田 66 47 1 下門前 2002

大字下門前字裏田 67 -1 28 2 下門前 1795

大字下門前字裏田 67 -3

大字下門前字切捨 645 -2

大字塩屋新田字下之曲り 120 -2

大字下門前字裏田 67 -3 大字下門前字裏田67-1に合併

大字下門前字裏田 77 49 11 下門前 1950

大字下門前字裏田 78

大字下門前字脇戸 127 -1

大字下門前字裏田 78 大字下門前字裏田77に合併

大字下門前字裏田 79 大字下門前字裏田48に合併

大字下門前字裏田 80 46 3 下門前 2238

大字下門前字裏田 81

大字下門前字裏田 81 大字下門前字裏田80に合併

大字下門前字裏田 82 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 83 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 84 45 2 下門前 2208

大字下門前字裏田 85 -1

大字下門前字切捨 665

大字下門前字裏田 85 -1 大字下門前字裏田84に合併

大字下門前字裏田 85 -2 46 4 下門前 2237

大字下門前字裏田 86 大字下門前字裏田48に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  7

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字裏田 87 45 5 下門前 2209

大字下門前字裏田 88

大字下源入字一番割 57 -1

大字下源入字一番割 71

大字下門前字裏田 88 大字下門前字裏田87に合併

大字下門前字裏田 89 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 90 大字下門前字裏田34-1に合併

大字下門前字裏田 91 2 3 下門前 2283

大字下門前字裏田 92 45 4 下門前 2215

大字下門前字裏田 111

大字下門前字裏田 93 46 17 -2 下門前 2219

大字下門前字裏田 94

大字下源入字一番割 69 -1

大字下門前字裏田 94 大字下門前字裏田93に合併

大字下門前字裏田 95 -1 46 9 -4 下門前 2229

大字下門前字裏田 96

大字下源入字一番割 69 -2

大字下源入字一番割 70 -4

大字下門前字裏田 95 -2 46 16 下門前 2220

大字下門前字脇戸 114

大字下門前字裏田 96 大字下門前字裏田95-1に合併

大字下門前字裏田 97 46 9 -3 下門前 2230

大字下門前字裏田 98 46 15 -1 下門前 2223

大字下門前字裏田 99

大字下門前字裏田 100

大字下門前字裏田 99 大字下門前字裏田98に合併

大字下門前字裏田 100 大字下門前字裏田98に合併

大字下門前字裏田 101 46 13 -2 下門前 2225 -3

大字下源入字一番割 80

大字下門前字裏田 102 46 13 -3 下門前 2224

大字下源入字一番割 79 -1

大字下門前字裏田 103 46 13 -4 下門前 2225 -2

大字下源入字一番割 81

大字下門前字裏田 104 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 105 -1 大字下門前字裏田12に合併

大字下門前字裏田 105 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 106 -1 48 1 下門前 2024

大字下門前字裏田 106 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字裏田 107 58 5 上源入 652

大字下門前字脇戸 139

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  8

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字上源入字春日割 60 -3

大字上源入字春日割 61 -3

大字上源入字春日割 63

大字上源入字春日割 64 -3

大字上源入字春日割 97 -2

大字上源入字春日割 97 -4

大字上源入字春日割 98 -3

大字上源入字春日割 99 -3

大字下門前字裏田 108 46 12 下門前 2227

50 10 -2 下門前 1895

大字下門前字裏田 109 26 2 -1 下門前 1869

大字下門前字裏田 113

大字下門前字脇戸 168

大字下門前字切捨 664

大字下門前字切捨 704

大字下門前字切捨 705

大字下門前字裏田 110 50 8 下門前 1898

大字下門前字裏田 111 大字下門前字裏田92に合併

大字下門前字裏田 112 58 7 上源入 659

大字下門前字脇戸 174

大字上源入字春日割 54 -1

大字上源入字春日割 54 -2

大字上源入字春日割 55 -1

大字上源入字春日割 55 -2

大字下門前字裏田 113 大字下門前字裏田109に合併

大字下門前字脇戸 68 -1 2 13 下門前 2288

大字下門前字脇戸 68 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 69 49 1 下門前 1946

大字下門前字脇戸 70 49 4 下門前 1943

大字下門前字脇戸 71 49 5 -1 下門前 1942

大字下門前字脇戸 72 49 5 -2 下門前 1941

大字下門前字脇戸 73 49 5 -3 下門前 1940

大字下門前字脇戸 74 49 6 下門前 1939

大字下門前字脇戸 75

大字下門前字脇戸 75 大字下門前字脇戸74に合併

大字下門前字脇戸 76 49 8 下門前 1937

大字下門前字脇戸 76 -1

大字下門前字脇戸 130 -2

大字下門前字脇戸 76 -1 大字下門前字脇戸76に合併

大字下門前字脇戸 114 大字下門前字裏田95-2に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  9

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字脇戸 115 大字下門前字裏田51に合併

大字下門前字脇戸 116 大字下門前字裏田51に合併

大字下門前字脇戸 117 57 9 上源入 646

大字上源入字春日割 73 -1

大字上源入字春日割 74

大字上源入字春日割 75 -1

大字上源入字春日割 75 -3

大字上源入字春日割 76

大字上源入字春日割 77

大字上源入字春日割 78

大字上源入字春日割 79

大字下門前字脇戸 118 大字下門前字裏田47に合併

大字下門前字脇戸 119 大字下門前字裏田47に合併

大字下門前字脇戸 120 45 8 下門前 2212

大字下門前字脇戸 121 -1 48 19 下門前 2008

大字下門前字脇戸 122 -1

大字下門前字脇戸 121 -2 48 18 下門前 2009

大字下門前字脇戸 122 -2

大字下門前字脇戸 122 -1 大字下門前字脇戸121-1に合併

大字下門前字脇戸 122 -2 大字下門前字脇戸121-2に合併

大字下門前字脇戸 123 -1 48 5 下門前 2020

大字下門前字脇戸 123 -2

大字下門前字脇戸 123 -2 大字下門前字脇戸123-1に合併

大字下門前字脇戸 126 48 11 下門前 2015

大字下源入字堀口 46 -1

大字下源入字一番割 72 -2

大字下源入字一番割 74 -2

大字下源入字一番割 75 -2

大字下門前字脇戸 127 -1 大字下門前字裏田77に合併

大字下門前字脇戸 127 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 128 -1 49 10 下門前 1935

大字下門前字脇戸 129 -1

大字下門前字脇戸 129 -2

大字下門前字脇戸 131 -1

大字下門前字脇戸 131 -3

大字下門前字脇戸 132

大字下門前字脇戸 128 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 129 -1 大字下門前字脇戸128-1に合併

大字下門前字脇戸 129 -2 大字下門前字脇戸128-1に合併

大字下門前字脇戸 129 -3 58 6 -1 上源入 654 -1

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字脇戸 133

大字下門前字塩辛 184

大字下門前字塩辛 185

大字下門前字塩辛 190

大字下門前字脇戸 129 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 130 -1 58 13 上源入 655

大字下門前字塩辛 198 -2

大字下門前字塩辛 199 -2

大字下源入字一番割 70 -2

大字下源入字一番割 70 -3

大字下門前字脇戸 130 -2 大字下門前字脇戸76に合併

大字下門前字脇戸 131 -1 大字下門前字脇戸128-1に合併

大字下門前字脇戸 131 -2 49 12 下門前 1949

大字下門前字脇戸 131 -3 大字下門前字脇戸128-1に合併

大字下門前字脇戸 132 大字下門前字脇戸128-1に合併

大字下門前字脇戸 133 大字下門前字脇戸129-3に合併

大字下門前字脇戸 134 -1 50 22 下門前 1878

大字下門前字脇戸 134 -2

大字下門前字脇戸 134 -2 大字下門前字脇戸134-1に合併

大字下門前字脇戸 134 -3 50 20 下門前 1881

大字下門前字長楽寺 945

大字下門前字長楽寺 946

大字下門前字脇戸 135 50 1 下門前 1906

大字下門前字脇戸 151 -1

大字下門前字脇戸 151 -2

大字下源入字一番割 56 -2

大字下源入字一番割 57 -2

大字下門前字脇戸 136 48 8 下門前 2018

大字下門前字脇戸 137 50 2 下門前 1907

大字下門前字脇戸 138

大字下門前字脇戸 145

大字下門前字脇戸 147

大字下門前字脇戸 138 大字下門前字脇戸137に合併

大字下門前字脇戸 139 大字下門前字裏田107に合併

大字下門前字脇戸 140 -1 48 7 下門前 2019

大字下門前字脇戸 140 -2 48 14 下門前 2012

大字下門前字脇戸 141 -1

大字下門前字脇戸 141 -2

大字下門前字脇戸 141 -1 大字下門前字脇戸140-2に合併

大字下門前字脇戸 141 -2 大字下門前字脇戸140-2に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  11

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字脇戸 142 48 12 下門前 2014

大字下門前字遠近田 469

大字下門前字脇戸 143 25 2 下門前 1997

44 2 下門前 2203

大字下門前字脇戸 144 26 3 下門前 1870

大字下門前字遠近田 471

大字下門前字切捨 662

大字下門前字切捨 663

大字下門前字脇戸 145 大字下門前字脇戸137に合併

大字下門前字脇戸 146 57 7 上源入 644

大字上源入字春日割 70

大字上源入字春日割 71

大字下門前字脇戸 147 大字下門前字脇戸137に合併

大字下門前字脇戸 150 4 6 下門前 2251

大字下門前字脇戸 151 -1 大字下門前字脇戸135に合併

大字下門前字脇戸 151 -2 大字下門前字脇戸135に合併

大字下門前字脇戸 152 51 5 -6 下門前 1920

大字下門前字脇戸 153 51 5 -4 下門前 1922

51 5 -5 下門前 1921

大字下門前字脇戸 158 51 11 下門前 1910

大字下門前字脇戸 161 50 7 下門前 1899

大字下門前字脇戸 162 -1 50 4 -2 下門前 1904

大字下門前字脇戸 162 -2 50 5 下門前 1901

大字下門前字脇戸 163 -2

大字下門前字脇戸 163 -1 50 6 下門前 1900

大字下門前字脇戸 164

大字下門前字脇戸 163 -2 大字下門前字脇戸162-2に合併

大字下門前字脇戸 163 -3 50 24 下門前 1905

大字下門前字脇戸 164 大字下門前字脇戸163-1に合併

大字下門前字脇戸 165 50 23 下門前 1880

大字下門前字脇戸 166

大字下門前字脇戸 172

大字下門前字脇戸 166 大字下門前字脇戸165に合併

大字下門前字脇戸 167 50 12 下門前 1892

大字下源入字一番割 64 -2

大字下門前字脇戸 168 大字下門前字裏田109に合併

大字下門前字脇戸 169 50 14 下門前 1890

大字下門前字脇戸 171 51 9 下門前 1915

大字下源入字一番割 56 -1

大字下源入字一番割 70 -1

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字脇戸 172 大字下門前字脇戸165に合併

大字下門前字脇戸 173 51 10 -2 下門前 1912

大字下門前字切捨 646

大字下門前字切捨 688

大字下門前字切捨 689

大字下門前字切捨 690

大字下門前字切捨 692

大字下門前字切捨 694

大字下門前字脇戸 174 大字下門前字裏田112に合併

大字下門前字脇戸 175 -1 50 15 -1 下門前 1885

大字下門前字脇戸 175 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 176 -1 50 15 -3 下門前 1884

大字下門前字脇戸 176 -4

大字下門前字脇戸 180 -1

大字下門前字脇戸 181 -1

大字下門前字遠近田 472

大字下門前字遠近田 473

大字下門前字遠近田 474

大字下門前字脇戸 176 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 176 -3 50 18 下門前 1886

大字下門前字脇戸 176 -7

大字下門前字脇戸 180 -4

大字下門前字脇戸 180 -6

大字下門前字脇戸 180 -7

大字下門前字脇戸 181 -2

大字下門前字脇戸 181 -5

大字下門前字脇戸 176 -4 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字脇戸 176 -7 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 176 -8 50 16 下門前 1888

大字下門前字脇戸 180 -8

大字下門前字脇戸 181 -6

大字下門前字脇戸 177 51 8 下門前 1918

大字下門前字脇戸 178 3 10 下門前 2304

5 4 下門前 2273

50 13 下門前 1891

大字下門前字脇戸 179 51 7 下門前 1919

大字下門前字切捨 675

大字下門前字脇戸 180 -1 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字脇戸 180 -2 50 15 -2 下門前 1887

大字下門前字脇戸 180 -3 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字脇戸 180 -4 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 180 -5 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 180 -6 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 180 -7 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 180 -8 大字下門前字脇戸176-8に合併

大字下門前字脇戸 181 -1 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字脇戸 181 -2 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 181 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字脇戸 181 -5 大字下門前字脇戸176-3に合併

大字下門前字脇戸 181 -6 大字下門前字脇戸176-8に合併

大字下門前字塩辛 182 -2 60 4 下門前 1745

大字下門前字塩辛 187 -1

大字下門前字塩辛 187 -4

大字下門前字塩辛 182 -3 60 3 下門前 1746

大字下門前字塩辛 183 -12 法第105条第2項により消滅

大字下門前字塩辛 183 -14 法第105条第2項により消滅

大字下門前字塩辛 183 -19 法第105条第2項により消滅

大字下門前字塩辛 183 -20 法第105条第2項により消滅

大字下門前字塩辛 184 大字下門前字脇戸129-3に合併

大字下門前字塩辛 185 大字下門前字脇戸129-3に合併

大字下門前字塩辛 187 -1 大字下門前字塩辛182-2に合併

大字下門前字塩辛 187 -4 大字下門前字塩辛182-2に合併

大字下門前字塩辛 188 -2 60 7 下門前 1751

大字下門前字塩辛 190 大字下門前字脇戸129-3に合併

大字下門前字塩辛 191 58 6 -2 上源入 654 -2

大字上源入字春日割 58

大字上源入字春日割 59 -1

大字上源入字春日割 59 -2

大字上源入字春日割 62 -1

大字上源入字春日割 62 -2

大字下門前字塩辛 194 -2 60 9 下門前 1753

大字下門前字塩辛 194 -3

大字下門前字塩辛 194 -4

大字下門前字塩辛 194 -10

大字下門前字塩辛 195 -3

大字下門前字塩辛 194 -3 大字下門前字塩辛194-2に合併

大字下門前字塩辛 194 -4 大字下門前字塩辛194-2に合併

大字下門前字塩辛 194 -10 大字下門前字塩辛194-2に合併

大字下門前字塩辛 195 -2 60 11 下門前 1754

大字下門前字塩辛 195 -3 大字下門前字塩辛194-2に合併

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字塩辛 198 -1 58 2 上源入 649

大字下門前字塩辛 198 -2 大字下門前字脇戸130-1に合併

大字下門前字塩辛 198 -3 59 4 下門前 1734

大字下門前字塩辛 199 -1

大字下門前字塩辛 206 -1

大字下門前字塩辛 207 -1

大字下門前字塩辛 199 -1 大字下門前字塩辛198-3に合併

大字下門前字塩辛 199 -2 大字下門前字脇戸130-1に合併

大字下門前字塩辛 202 -1 60 14 下門前 1757

大字下門前字塩辛 203 -2 60 15 下門前 1758

大字下門前字塩辛 206 -1 大字下門前字塩辛198-3に合併

大字下門前字塩辛 206 -2 58 11 上源入 657

大字下門前字塩辛 207 -2

大字下門前字塩辛 206 -3 59 5 下門前 1733 -2

大字下門前字塩辛 207 -1 大字下門前字塩辛198-3に合併

大字下門前字塩辛 207 -2 大字下門前字塩辛206-2に合併

大字下門前字塩辛 207 -3 59 6 下門前 1733 -1

大字下門前字塩辛 209 -7 61 2 下門前 1762

大字下門前字塩辛 209 -8

大字下門前字塩辛 209 -8 大字下門前字塩辛209-7に合併

大字下門前字塩辛 209 -16 法第95条第6項により換地不交付

大字下門前字塩辛 219 -1 61 4 下門前 1763

大字下門前字遠近田 447 -1 法第105条第2項により消滅

大字下門前字遠近田 447 -5 法第105条第2項により消滅

大字下門前字遠近田 468 法第90条により換地不交付

大字下門前字遠近田 469 大字下門前字脇戸142に合併

大字下門前字遠近田 470 5 2 下門前 2275

大字下門前字大割 772

大字下門前字大割 773

大字下門前字大割 774

大字下門前字大割 775

大字下門前字遠近田 471 大字下門前字脇戸144に合併

大字下門前字遠近田 472 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字遠近田 473 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字遠近田 474 大字下門前字脇戸176-1に合併

大字下門前字遠近田 475 30 4 -2 下門前 1815

大字下門前字遠近田 476

大字下門前字遠近田 476 大字下門前字遠近田475に合併

大字下門前字遠近田 479 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字遠近田 480 -3 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字遠近田 490 30 1 -1 下門前 1817

大字下門前字遠近田 491 -1

大字下門前字遠近田 492

大字下門前字遠近田 493 -3

大字下門前字遠近田 494

大字下門前字遠近田 503 -3

大字下門前字遠近田 491 -1 大字下門前字遠近田490に合併

大字下門前字遠近田 492 大字下門前字遠近田490に合併

大字下門前字遠近田 493 -3 大字下門前字遠近田490に合併

大字下門前字遠近田 494 大字下門前字遠近田490に合併

大字下門前字遠近田 503 -3 大字下門前字遠近田490に合併

大字下門前字長楽寺 540 29 2 下門前 1770

大字下門前字長楽寺 549

大字下門前字長楽寺 554

大字下門前字長楽寺 557 -1

大字下門前字長楽寺 566

大字下門前字長楽寺 574

大字下門前字長楽寺 575

大字下門前字長楽寺 576

大字下門前字長楽寺 586

大字下門前字長楽寺 593

大字下門前字長楽寺 601

大字下門前字長楽寺 609

大字下門前字長楽寺 613

大字下門前字長楽寺 619

大字下門前字長楽寺 625

大字下門前字長楽寺 630

大字下門前字長楽寺 636

大字下門前字長楽寺 637

大字下門前字長楽寺 925

大字下門前字長楽寺 935 -1

大字下門前字長楽寺 938

大字下門前字長楽寺 940

大字下門前字長楽寺 941

大字下門前字長楽寺 943

大字下門前字長楽寺 549 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 554 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 556 29 6 下門前 1766

大字下門前字長楽寺 612

大字下門前字長楽寺 920

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字長楽寺 936

大字下門前字長楽寺 937

大字下門前字長楽寺 939

大字下門前字長楽寺 942 -1

大字下門前字長楽寺 944

下門前 1647

大字下門前字長楽寺 557 -1 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 566 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 574 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 575 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 576 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 586 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 593 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 601 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 609 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 612 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 613 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 619 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 625 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 630 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 636 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 637 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 919 大字下門前字裏田58-1に合併

大字下門前字長楽寺 920 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 925 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 935 -1 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 936 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 937 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 938 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 939 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 940 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 941 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 942 -1 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 943 大字下門前字長楽寺540に合併

大字下門前字長楽寺 944 大字下門前字長楽寺556に合併

大字下門前字長楽寺 945 大字下門前字脇戸134-3に合併

大字下門前字長楽寺 946 大字下門前字脇戸134-3に合併

大字下門前字切捨 644 6 3 下門前 2266

大字上源入字春日割 84 -2

大字下門前字切捨 645 -1 13 11 塩屋新田 208

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字切捨 645 -2 大字下門前字裏田67-1に合併

大字下門前字切捨 646 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 647 15 5 下門前 1820

大字下門前字切捨 653

大字下門前字切捨 654

大字下門前字切捨 655

大字下門前字切捨 656

大字下門前字切捨 681

大字下門前字切捨 682

大字下門前字切捨 683

大字下門前字切捨 684

大字下門前字切捨 696

大字下門前字切捨 697

大字下門前字切捨 698

大字下門前字切捨 699

大字下門前字切捨 700

大字下門前字切捨 648 30 3 下門前 1813

大字下門前字切捨 649

大字下門前字切捨 651

大字下門前字切捨 649 大字下門前字切捨648に合併

大字下門前字切捨 650 8 8 塩屋新田 345

大字下門前字切捨 685

大字下門前字切捨 695

大字下門前字切捨 651 大字下門前字切捨648に合併

大字下門前字切捨 652 13 2 塩屋新田 198

大字塩屋新田字下之曲り 102 -1

大字塩屋新田字下之曲り 103 -1

大字塩屋新田字下之曲り 104 -1

大字塩屋新田字下之曲り 105 -6

大字塩屋新田字下之曲り 105 -7

大字下門前字切捨 653 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 654 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 655 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 656 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 657 26 1 下門前 1866

大字下門前字切捨 658

大字下門前字切捨 659

大字下門前字切捨 677

大字下門前字切捨 678

大字下門前字切捨 679

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字切捨 680

大字下門前字切捨 701

大字下門前字切捨 702

大字下門前字切捨 703

大字下門前字切捨 730

大字下門前字切捨 658 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 659 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 660 26 2 -2 下門前 1868

大字下門前字切捨 661

大字下門前字切捨 674

大字下門前字切捨 676

大字下門前字切捨 661 大字下門前字切捨660に合併

大字下門前字切捨 662 大字下門前字脇戸144に合併

大字下門前字切捨 663 大字下門前字脇戸144に合併

大字下門前字切捨 664 大字下門前字裏田109に合併

大字下門前字切捨 665 大字下門前字裏田84に合併

大字下門前字切捨 666 26 6 -2 下門前 1875

大字下門前字切捨 668

大字下門前字切捨 667 26 6 -1 下門前 1876

大字下門前字切捨 668 大字下門前字切捨666に合併

大字下門前字切捨 669 26 7 下門前 1874

大字下門前字切捨 670

大字下門前字切捨 670 大字下門前字切捨669に合併

大字下門前字切捨 671 大字下門前字裏田18に合併

大字下門前字切捨 672 2 9 下門前 2296

大字下門前字大割 787

大字下門前字大割 788

大字下門前字大割 789 -1

大字下門前字大割 789 -3

大字下門前字大割 790 -1

大字塩屋新田字下之曲り 130

大字下門前字切捨 673 24 6 下門前 1954

大字下門前字切捨 674 大字下門前字切捨660に合併

大字下門前字切捨 675 大字下門前字脇戸179に合併

大字下門前字切捨 676 大字下門前字切捨660に合併

大字下門前字切捨 677 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 678 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 679 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 680 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 681 大字下門前字切捨647に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字切捨 682 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 683 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 684 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 685 大字下門前字切捨650に合併

大字下門前字切捨 686 51 10 -1 下門前 1911

大字下門前字切捨 687

大字下門前字切捨 693

大字下門前字切捨 687 大字下門前字切捨686に合併

大字下門前字切捨 688 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 689 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 690 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 691 30 1 -2 下門前 1816

大字下門前字外川原 916

大字下門前字外川原 918

大字下門前字外川原 927

大字下門前字外川原 930

大字下門前字外川原 931

大字塩屋新田字下之曲り 5

大字下門前字切捨 692 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 693 大字下門前字切捨686に合併

大字下門前字切捨 694 大字下門前字脇戸173に合併

大字下門前字切捨 695 大字下門前字切捨650に合併

大字下門前字切捨 696 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 697 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 698 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 699 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 700 大字下門前字切捨647に合併

大字下門前字切捨 701 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 702 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 703 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 704 大字下門前字裏田109に合併

大字下門前字切捨 704 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字切捨 704 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字切捨 705 大字下門前字裏田109に合併

大字下門前字切捨 706 24 4 下門前 1956

49 2 下門前 1945

大字下門前字切捨 707 2 10 -1 下門前 2295

2 11 下門前 2293

24 5 下門前 1955

大字下門前字切捨 708 6 1 -1 下門前 2267

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

50 9 下門前 1897

大字下門前字切捨 709 25 8 -1 下門前 1983

大字下門前字切捨 719 -1

大字下門前字切捨 724 -1

大字下門前字切捨 731

大字下門前字切捨 710 25 9 -1 下門前 1973

大字下門前字切捨 711 25 9 -2 下門前 1972

大字下門前字切捨 712 25 9 -3 下門前 1971

大字下門前字切捨 713 -1 31 15 下門前 2331

大字下門前字切捨 713 -2 25 10 下門前 1970

大字下門前字切捨 714 -1 48 10 下門前 2016

大字下門前字切捨 714 -2 25 11 下門前 1969

大字下門前字切捨 715 25 8 -17 下門前 1981 -1

25 8 -18 下門前 1981 -2

大字下門前字切捨 716 25 8 -5 下門前 1978

大字下門前字切捨 717 25 8 -6 下門前 1977

大字下門前字切捨 718 25 8 -7 下門前 1976

大字下門前字切捨 719 -1 大字下門前字切捨709に合併

大字下門前字切捨 719 -2 25 8 -8 下門前 1975

大字下門前字切捨 722 25 8 -9 下門前 1984

大字下門前字切捨 723 24 2 下門前 1958

大字下門前字切捨 724 -1 大字下門前字切捨709に合併

大字下門前字切捨 724 -2 24 3 下門前 1957

大字下門前字切捨 725 25 8 -14 下門前 1989

大字下門前字切捨 725 -1 25 8 -4 下門前 1979

大字下門前字切捨 725 -2

大字下門前字切捨 725 -2 大字下門前字切捨725-1に合併

大字下門前字切捨 726 25 8 -13 下門前 1988

大字下門前字切捨 726 -1 25 8 -10 下門前 1985

大字下門前字切捨 727 25 4 下門前 1995

大字下門前字切捨 728

大字下門前字切捨 728 大字下門前字切捨727に合併

大字下門前字切捨 729 25 1 下門前 1996

大字下門前字切捨 729 -1

大字下門前字切捨 729 -1 大字下門前字切捨729に合併

大字下門前字切捨 730 大字下門前字切捨657に合併

大字下門前字切捨 731 大字下門前字切捨709に合併

大字下門前字切捨 732 -1 25 8 -12 下門前 1987

大字下門前字切捨 732 -2 47 3 下門前 2004

大字下門前字切捨 732 -3 25 8 -11 下門前 1986

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字切捨 733 25 8 -2 下門前 1982

大字下門前字切捨 734 -1 25 8 -3 下門前 1980

大字下門前字切捨 734 -2 25 8 -16 下門前 1991

大字下門前字切捨 734 -3 25 8 -15 下門前 1990

大字下門前字大割 735 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 736 -7 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 736 -8 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 741 -11 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 749 -1 6 2 -1 下門前 2270

大字下門前字大割 751

大字下門前字大割 752

大字下門前字大割 754

大字下門前字大割 759

大字下門前字大割 749 -5 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 750 6 2 -2 下門前 2269

大字下門前字大割 753

大字下門前字大割 755

大字下門前字大割 756

大字下門前字大割 751 大字下門前字大割749-1に合併

大字下門前字大割 752 大字下門前字大割749-1に合併

大字下門前字大割 753 大字下門前字大割750に合併

大字下門前字大割 754 大字下門前字大割749-1に合併

大字下門前字大割 755 大字下門前字大割750に合併

大字下門前字大割 756 大字下門前字大割750に合併

大字下門前字大割 757 6 1 -2 下門前 2268

大字下門前字大割 758

大字下門前字大割 758 大字下門前字大割757に合併

大字下門前字大割 759 大字下門前字大割749-1に合併

大字下門前字大割 760 -33 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 760 -34 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 760 -35 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 760 -36 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 769 2 6 下門前 2286

大字下門前字大割 784

大字下門前字大割 785 -1

大字下門前字大割 785 -2

大字下門前字大割 786 -1

大字下門前字大割 770 大字下門前字裏田47に合併

大字下門前字大割 771 大字下門前字裏田47に合併

大字下門前字大割 772 大字下門前字遠近田470に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字大割 773 大字下門前字遠近田470に合併

大字下門前字大割 774 大字下門前字遠近田470に合併

大字下門前字大割 775 大字下門前字遠近田470に合併

大字下門前字大割 776 30 4 -1 下門前 1814

大字下門前字大割 777 5 5 下門前 2272

大字下門前字大割 778 5 3 -2 下門前 2271

大字下門前字大割 779 5 3 -1 下門前 2274

大字下門前字大割 780 35 1 -1 下源入 585 -1

大字下源入字一番割 54

大字下源入字一番割 55

大字下源入字一番割 83

大字下源入字石橋 84 -1

大字下門前字大割 781 44 7 -1 下門前 2192

大字下門前字大割 782

大字下門前字大割 782 大字下門前字大割781に合併

大字下門前字大割 783 44 7 -2 下門前 2193

大字下源入字石橋 84 -2

大字下門前字大割 784 大字下門前字大割769に合併

大字下門前字大割 785 -1 大字下門前字大割769に合併

大字下門前字大割 785 -2 大字下門前字大割769に合併

大字下門前字大割 785 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 785 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 786 -1 大字下門前字大割769に合併

大字下門前字大割 786 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 787 大字下門前字切捨672に合併

大字下門前字大割 788 大字下門前字切捨672に合併

大字下門前字大割 789 -1 大字下門前字切捨672に合併

大字下門前字大割 789 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 789 -3 大字下門前字切捨672に合併

大字下門前字大割 790 -1 大字下門前字切捨672に合併

大字下門前字大割 790 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 790 -3 2 10 -2 下門前 2294

大字下門前字大割 791 -1

大字下門前字大割 791 -1 大字下門前字大割790-3に合併

大字下門前字大割 791 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字大割 1411 -1 2 7 下門前 2298

大字下門前字大割 1411 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 792 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 797 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 798 -2 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  23

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字薬島 799 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 800 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 800 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 801 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 801 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 801 -4 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 802 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 802 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 803 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 803 -3 法第105条第2項により消滅

大字下門前字薬島 1457 -1 2 8 下門前 2297

大字下門前字薬島 1457 -2 法第105条第2項により消滅

大字下門前字外川原 915 15 3 -2 下門前 1827

大字下門前字外川原 917

大字下門前字外川原 932

大字下門前字外川原 916 大字下門前字切捨691に合併

大字下門前字外川原 917 大字下門前字外川原915に合併

大字下門前字外川原 918 大字下門前字切捨691に合併

大字下門前字外川原 926 -1 13 13 塩屋新田 210

15 2 -1 下門前 1825

大字下門前字外川原 926 -2 15 2 -2 下門前 1826

15 3 -1 下門前 1828

大字下門前字外川原 927 大字下門前字切捨691に合併

大字下門前字外川原 928 15 1 -1 下門前 1822 -1

大字下門前字外川原 929 -1

大字塩屋新田字下之曲り 129

大字下門前字外川原 929 -1 大字下門前字外川原928に合併

大字下門前字外川原 929 -2 15 1 -2 下門前 1823

大字塩屋新田字下之曲り 121

大字塩屋新田字下之曲り 122 -2

大字塩屋新田字下之曲り 124 -1

大字塩屋新田字下之曲り 124 -5

大字塩屋新田字下之曲り 126 -1

大字塩屋新田字下之曲り 126 -3

大字塩屋新田字下之曲り 126 -4

大字下門前字外川原 930 大字下門前字切捨691に合併

大字下門前字外川原 931 大字下門前字切捨691に合併

大字下門前字外川原 932 大字下門前字外川原915に合併

大字下門前字外川原 933 13 14 塩屋新田 211

大字下門前字外川原 1174 -1

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字外川原 1175

大字下門前字外川原 1176

大字下門前字外川原 1177

大字下門前字外川原 1178

大字塩屋新田字下之曲り 86

大字塩屋新田字下之曲り 91

大字塩屋新田字下之曲り 92

大字下門前字外川原 934 -1 15 4 下門前 1821

大字下門前字外川原 1157 13 1 塩屋新田 200

大字下門前字外川原 1158

大字下門前字外川原 1159

大字下門前字外川原 1160

大字下門前字外川原 1161

大字下門前字外川原 1162 -1

大字塩屋新田字下之曲り 100 -2

大字塩屋新田字下之曲り 100 -3

大字塩屋新田字下之曲り 101 -2

大字塩屋新田字下之曲り 105 -1

大字塩屋新田字下之曲り 105 -3

大字塩屋新田字下之曲り 105 -4

大字塩屋新田字下之曲り 105 -5

大字塩屋新田字下之曲り 107 -3

大字下門前字外川原 1158 大字下門前字外川原1157に合併

大字下門前字外川原 1159 大字下門前字外川原1157に合併

大字下門前字外川原 1160 大字下門前字外川原1157に合併

大字下門前字外川原 1161 大字下門前字外川原1157に合併

大字下門前字外川原 1162 -1 大字下門前字外川原1157に合併

大字下門前字外川原 1162 -3 13 3 塩屋新田 201

大字下門前字外川原 1163 -1

大字下門前字外川原 1163 -3

大字下門前字外川原 1164 -1

大字塩屋新田字下之曲り 73

大字塩屋新田字下之曲り 98 -2

大字塩屋新田字下之曲り 99

大字塩屋新田字下之曲り 100 -1

大字塩屋新田字下之曲り 101 -1

大字塩屋新田字下之曲り 120 -1

大字下門前字外川原 1163 -1 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字下門前字外川原 1163 -3 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字下門前字外川原 1164 -1 大字下門前字外川原1162-3に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下門前字外川原 1165 13 6 塩屋新田 203

大字下門前字外川原 1166

大字下門前字外川原 1167 -2

大字塩屋新田字下之曲り 14

大字塩屋新田字下之曲り 51

大字塩屋新田字下之曲り 97

大字塩屋新田字下之曲り 98 -1

大字下門前字外川原 1166 大字下門前字外川原1165に合併

大字下門前字外川原 1167 -1 13 8 塩屋新田 204

大字下門前字外川原 1168 -1

大字塩屋新田字下之曲り 95

大字塩屋新田字下之曲り 96

大字下門前字外川原 1167 -2 大字下門前字外川原1165に合併

大字下門前字外川原 1168 -1 大字下門前字外川原1167-1に合併

大字下門前字外川原 1169 13 9 塩屋新田 206

大字下門前字外川原 1170

大字下門前字外川原 1171

大字下門前字外川原 1172

大字下門前字外川原 1173

大字下門前字外川原 1174 -2

大字塩屋新田字下之曲り 93

大字塩屋新田字下之曲り 94

大字下門前字外川原 1170 大字下門前字外川原1169に合併

大字下門前字外川原 1171 大字下門前字外川原1169に合併

大字下門前字外川原 1172 大字下門前字外川原1169に合併

大字下門前字外川原 1173 大字下門前字外川原1169に合併

大字下門前字外川原 1174 -1 大字下門前字外川原933に合併

大字下門前字外川原 1174 -2 大字下門前字外川原1169に合併

大字下門前字外川原 1175 大字下門前字外川原933に合併

大字下門前字外川原 1176 大字下門前字外川原933に合併

大字下門前字外川原 1177 大字下門前字外川原933に合併

大字下門前字外川原 1178 大字下門前字外川原933に合併

大字塩屋新田字下之曲り 2 -3 15 1 -3 下門前 1822 -2

大字塩屋新田字下之曲り 3 13 12 塩屋新田 209

大字塩屋新田字下之曲り 4

大字塩屋新田字下之曲り 6

大字塩屋新田字下之曲り 87 -2

大字塩屋新田字下之曲り 87 -3

大字塩屋新田字下之曲り 88 -2

大字塩屋新田字下之曲り 4 大字塩屋新田字下之曲り3に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 5 大字下門前字切捨691に合併

大字塩屋新田字下之曲り 6 大字塩屋新田字下之曲り3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 7 -1 11 1 -5 塩屋新田 312

11 2 -1 塩屋新田 313

11 2 -2 塩屋新田 314

大字塩屋新田字下之曲り 7 -2 13 17 塩屋新田 215

大字塩屋新田字下之曲り 8 21 9 塩屋新田 291

大字塩屋新田字下之曲り 41

大字塩屋新田字下之曲り 45

大字塩屋新田字下之曲り 9 30 2 下門前 1812

大字塩屋新田字下之曲り 10

大字塩屋新田字下之曲り 11

大字塩屋新田字下之曲り 12

大字塩屋新田字下之曲り 44

大字塩屋新田字下之曲り 111 -1

大字塩屋新田字下之曲り 10 大字塩屋新田字下之曲り9に合併

大字塩屋新田字下之曲り 11 大字塩屋新田字下之曲り9に合併

大字塩屋新田字下之曲り 12 大字塩屋新田字下之曲り9に合併

大字塩屋新田字下之曲り 13 10 1 -1 塩屋新田 328

10 1 -2 塩屋新田 327

10 1 -3 塩屋新田 326

大字塩屋新田字下之曲り 14 大字下門前字外川原1165に合併

大字塩屋新田字下之曲り 15 10 2 塩屋新田 325

11 10 -3 塩屋新田 323

大字塩屋新田字下之曲り 37 21 7 塩屋新田 293

21 8 塩屋新田 292

21 10 塩屋新田 290

大字塩屋新田字下之曲り 38 21 4 塩屋新田 295

21 6 塩屋新田 294

21 12 塩屋新田 289

大字塩屋新田字下之曲り 39 21 13 塩屋新田 288

21 14 塩屋新田 287

大字塩屋新田字下之曲り 40 21 16 塩屋新田 286

大字塩屋新田字下之曲り 41 大字塩屋新田字下之曲り8に合併

大字塩屋新田字下之曲り 42 21 3 塩屋新田 296

大字塩屋新田字下之曲り 43 21 1 塩屋新田 298

21 2 塩屋新田 297

大字塩屋新田字下之曲り 44 大字塩屋新田字下之曲り9に合併

大字塩屋新田字下之曲り 45 大字塩屋新田字下之曲り8に合併

大字塩屋新田字下之曲り 46 13 18 塩屋新田 216

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 47 -1 11 9 -1 塩屋新田 320

大字塩屋新田字下之曲り 50

大字塩屋新田字下之曲り 47 -2 11 9 -2 塩屋新田 321

大字塩屋新田字下之曲り 53

大字塩屋新田字下之曲り 48 11 8 -1 塩屋新田 303

13 5 塩屋新田 202

大字塩屋新田字下之曲り 49 11 10 -1 塩屋新田 301

11 10 -2 塩屋新田 322

大字塩屋新田字下之曲り 50 大字塩屋新田字下之曲り47-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 51 大字下門前字外川原1165に合併

大字塩屋新田字下之曲り 52 11 8 -3 塩屋新田 302

大字塩屋新田字下之曲り 53 大字塩屋新田字下之曲り47-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 66 11 1 -1 塩屋新田 308

11 6 -4 塩屋新田 306

大字塩屋新田字下之曲り 67 11 1 -2 塩屋新田 309

大字塩屋新田字下之曲り 70

大字塩屋新田字下之曲り 68 11 1 -3 塩屋新田 310

大字塩屋新田字下之曲り 69 11 2 -3 塩屋新田 315

大字塩屋新田字下之曲り 70 大字塩屋新田字下之曲り67に合併

大字塩屋新田字下之曲り 70 -2 11 4 塩屋新田 307

大字塩屋新田字下之曲り 71 -1

大字塩屋新田字下之曲り 70 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 70 -4 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 71 -1 大字塩屋新田字下之曲り70-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 71 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 72 9 1 塩屋新田 343

大字塩屋新田字下之曲り 119

大字塩屋新田字下之曲り 73 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 74 12 16 塩屋新田 194

大字塩屋新田字下之曲り 74 -1

大字塩屋新田字下之曲り 75 -1

大字塩屋新田字下之曲り 75 -2

大字塩屋新田字下之曲り 74 -1 大字塩屋新田字下之曲り74に合併

大字塩屋新田字下之曲り 75 -1 大字塩屋新田字下之曲り74に合併

大字塩屋新田字下之曲り 75 -2 大字塩屋新田字下之曲り74に合併

大字塩屋新田字下之曲り 76 -1 12 2 塩屋新田 182

大字塩屋新田字下之曲り 76 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 77 -1 12 3 塩屋新田 183

大字塩屋新田字下之曲り 78 -1

大字塩屋新田字下之曲り 77 -2 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番



旧　新　地　番　対　照　表
P  28

旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 78 -1 大字塩屋新田字下之曲り77-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 78 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 79 -1 12 14 塩屋新田 192

大字塩屋新田字下之曲り 79 -3

大字塩屋新田字下之曲り 79 -2 12 10 塩屋新田 188

大字塩屋新田字下之曲り 79 -4

大字塩屋新田字下之曲り 80 -4

大字塩屋新田字下之曲り 81 -1

大字塩屋新田字下之曲り 79 -3 大字塩屋新田字下之曲り79-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 79 -4 大字塩屋新田字下之曲り79-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 79 -5 12 13 塩屋新田 191

大字塩屋新田字下之曲り 80 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 80 -3 12 11 塩屋新田 189

大字塩屋新田字下之曲り 80 -4 大字塩屋新田字下之曲り79-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 81 -1 大字塩屋新田字下之曲り79-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 81 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 82 -1 12 7 塩屋新田 186

大字塩屋新田字下之曲り 82 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 83 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 84 -1 12 6 塩屋新田 185

大字塩屋新田字下之曲り 84 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 85 -1 12 4 塩屋新田 184

大字塩屋新田字下之曲り 85 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 85 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 85 -4 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 86 大字下門前字外川原933に合併

大字塩屋新田字下之曲り 87 -1 13 10 塩屋新田 207

大字塩屋新田字下之曲り 87 -2 大字塩屋新田字下之曲り3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 87 -3 大字塩屋新田字下之曲り3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 88 -2 大字塩屋新田字下之曲り3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 89 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 90 13 16 塩屋新田 214

大字塩屋新田字下之曲り 91 大字下門前字外川原933に合併

大字塩屋新田字下之曲り 92 大字下門前字外川原933に合併

大字塩屋新田字下之曲り 93 大字下門前字外川原1169に合併

大字塩屋新田字下之曲り 94 大字下門前字外川原1169に合併

大字塩屋新田字下之曲り 95 大字下門前字外川原1167-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 96 大字下門前字外川原1167-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 97 大字下門前字外川原1165に合併

大字塩屋新田字下之曲り 98 -1 大字下門前字外川原1165に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 98 -2 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 99 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 100 -1 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 100 -2 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 100 -3 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 101 -1 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 101 -2 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 102 -1 大字下門前字切捨652に合併

大字塩屋新田字下之曲り 102 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 103 -1 大字下門前字切捨652に合併

大字塩屋新田字下之曲り 103 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 104 -1 大字下門前字切捨652に合併

大字塩屋新田字下之曲り 104 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 105 9 5 -1 塩屋新田 334

9 5 -2 塩屋新田 333

大字塩屋新田字下之曲り 105 -1 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 105 -3 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 105 -4 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 105 -5 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 105 -6 大字下門前字切捨652に合併

大字塩屋新田字下之曲り 105 -7 大字下門前字切捨652に合併

大字塩屋新田字下之曲り 106 11 1 -4 塩屋新田 311

大字塩屋新田字下之曲り 107 11 6 -1 塩屋新田 317

11 6 -2 塩屋新田 318

大字塩屋新田字下之曲り 107 -3 大字下門前字外川原1157に合併

大字塩屋新田字下之曲り 108 11 6 -3 塩屋新田 305

大字塩屋新田字下之曲り 109 11 5 塩屋新田 316

大字塩屋新田字下之曲り 110 -1 9 4 -1 塩屋新田 336

9 4 -2 塩屋新田 335

13 7 塩屋新田 205

大字塩屋新田字下之曲り 111 -1 大字塩屋新田字下之曲り9に合併

大字塩屋新田字下之曲り 112 9 3 -5 塩屋新田 338

大字塩屋新田字下之曲り 113 9 3 -6 塩屋新田 337

大字塩屋新田字下之曲り 114 -1 9 3 -1 塩屋新田 341

9 3 -2 塩屋新田 340

9 3 -3 塩屋新田 339

大字塩屋新田字下之曲り 115 8 4 塩屋新田 353

大字塩屋新田字下之曲り 116 8 1 塩屋新田 347

大字塩屋新田字下之曲り 117

大字塩屋新田字下之曲り 118

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 117 大字塩屋新田字下之曲り116に合併

大字塩屋新田字下之曲り 118 大字塩屋新田字下之曲り116に合併

大字塩屋新田字下之曲り 119 大字塩屋新田字下之曲り72に合併

大字塩屋新田字下之曲り 120 -1 大字下門前字外川原1162-3に合併

大字塩屋新田字下之曲り 120 -2 大字下門前字裏田67-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 121 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 122 -1 8 9 塩屋新田 346

大字塩屋新田字下之曲り 122 -3

大字塩屋新田字下之曲り 123 -1

大字塩屋新田字下之曲り 124 -3

大字塩屋新田字下之曲り 122 -2 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 122 -3 大字塩屋新田字下之曲り122-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 123 -1 大字塩屋新田字下之曲り122-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 123 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 124 -1 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 124 -2 2 2 塩屋新田 356

大字塩屋新田字下之曲り 125

大字塩屋新田字下之曲り 126 -2

大字塩屋新田字下之曲り 124 -3 大字塩屋新田字下之曲り122-1に合併

大字塩屋新田字下之曲り 124 -4 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 124 -5 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 125 大字塩屋新田字下之曲り124-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 126 -1 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 126 -2 大字塩屋新田字下之曲り124-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 126 -3 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 126 -4 大字下門前字外川原929-2に合併

大字塩屋新田字下之曲り 127 1 1 塩屋新田 359

大字塩屋新田字下之曲り 131 -1

大字塩屋新田字下之曲り 132 -1

大字塩屋新田字下之曲り 128 2 14 下門前 2282

大字塩屋新田字下之曲り 129 大字下門前字外川原928に合併

大字塩屋新田字下之曲り 130 大字下門前字切捨672に合併

大字塩屋新田字下之曲り 131 -1 大字塩屋新田字下之曲り127に合併

大字塩屋新田字下之曲り 131 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 132 -1 大字塩屋新田字下之曲り127に合併

大字塩屋新田字下之曲り 132 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 133 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 134 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 134 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 136 -2 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字塩屋新田字下之曲り 136 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 137 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 137 -5 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 137 -6 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 138 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 138 -4 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 139 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 139 -7 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 139 -8 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 139 -9 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 140 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 140 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 141 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 141 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 142 -5 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 142 -6 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 142 -7 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 144 -2 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 144 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 147 -3 法第105条第2項により消滅

大字塩屋新田字下之曲り 147 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 37 -1 56 3 上源入 633

大字下源入字堀口 37 -2

大字下源入字堀口 38 -1

大字下源入字堀口 38 -2

大字下源入字堀口 39 -1

大字下源入字堀口 39 -2

大字下源入字堀口 40 -1

大字下源入字堀口 40 -2

大字上源入字春日割 81 -1

大字上源入字春日割 82 -1

大字上源入字春日割 83 -1

大字上源入字春日割 84 -4

大字下源入字堀口 37 -2 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 37 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 38 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 38 -2 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 38 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 39 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 39 -2 大字下源入字堀口37-1に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下源入字堀口 39 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 40 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 40 -2 大字下源入字堀口37-1に合併

大字下源入字堀口 40 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 41 -1 56 2 上源入 632

大字下源入字堀口 42 -1

大字下源入字堀口 43 -1

大字下源入字堀口 41 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 42 -1 大字下源入字堀口41-1に合併

大字下源入字堀口 42 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 43 -1 大字下源入字堀口41-1に合併

大字下源入字堀口 43 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 44 -1 37 1 下門前 2136

37 2 下門前 2135

大字下源入字堀口 44 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 45 -1 37 4 下門前 2134

大字下源入字堀口 45 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 46 -1 大字下門前字脇戸126に合併

大字下源入字堀口 46 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 47 -1 56 1 上源入 631

大字下源入字堀口 48 -1

大字下源入字一番割 59

大字下源入字堀口 47 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 48 -1 大字下源入字堀口47-1に合併

大字下源入字堀口 48 -2 法第90条により換地不交付

大字下源入字堀口 48 -4 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 49 -1 37 7 下門前 2130

大字下源入字堀口 49 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 50 -1 37 8 下門前 2129

大字下源入字堀口 50 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 51 -1 35 3 下源入 583

大字下源入字堀口 52 -1

大字下源入字一番割 58

大字下源入字堀口 51 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字堀口 52 -1 大字下源入字堀口51-1に合併

大字下源入字堀口 52 -3 法第105条第2項により消滅

大字下源入字一番割 53 35 7 -1 下源入 582

大字下源入字一番割 54 大字下門前字大割780に合併

大字下源入字一番割 55 大字下門前字大割780に合併

大字下源入字一番割 56 -1 大字下門前字脇戸171に合併

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字下源入字一番割 56 -2 大字下門前字脇戸135に合併

大字下源入字一番割 57 -1 大字下門前字裏田87に合併

大字下源入字一番割 57 -2 大字下門前字脇戸135に合併

大字下源入字一番割 58 大字下源入字堀口51-1に合併

大字下源入字一番割 59 大字下源入字堀口47-1に合併

大字下源入字一番割 60 56 4 -1 上源入 634 -1

大字下源入字一番割 61

大字下源入字一番割 62

大字上源入字春日割 93 -2

大字下源入字一番割 61 大字下源入字一番割60に合併

大字下源入字一番割 62 大字下源入字一番割60に合併

大字下源入字一番割 63 46 15 -2 下門前 2222

46 15 -3 下門前 2221

大字下源入字一番割 64 -1 39 3 下門前 2101

50 11 下門前 1893

大字下源入字一番割 64 -2 大字下門前字脇戸167に合併

大字下源入字一番割 65 56 4 -2 上源入 634 -2

大字下源入字一番割 66

大字下源入字一番割 67

大字下源入字一番割 66 大字下源入字一番割65に合併

大字下源入字一番割 67 大字下源入字一番割65に合併

大字下源入字一番割 68 56 4 -3 上源入 634 -3

大字下源入字一番割 72 -1

大字下源入字一番割 73

大字下源入字一番割 74 -1

大字下源入字一番割 69 -1 大字下門前字裏田93に合併

大字下源入字一番割 69 -2 大字下門前字裏田95-1に合併

大字下源入字一番割 70 -1 大字下門前字脇戸171に合併

大字下源入字一番割 70 -2 大字下門前字脇戸130-1に合併

大字下源入字一番割 70 -3 大字下門前字脇戸130-1に合併

大字下源入字一番割 70 -4 大字下門前字裏田95-1に合併

大字下源入字一番割 71 大字下門前字裏田87に合併

大字下源入字一番割 72 -1 大字下源入字一番割68に合併

大字下源入字一番割 72 -2 大字下門前字脇戸126に合併

大字下源入字一番割 73 大字下源入字一番割68に合併

大字下源入字一番割 74 -1 大字下源入字一番割68に合併

大字下源入字一番割 74 -2 大字下門前字脇戸126に合併

大字下源入字一番割 75 -1 56 4 -4 上源入 634 -4

大字下源入字一番割 76

大字下源入字一番割 77

地番 街区 符号 地番
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町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字上源入字春日割 80

大字下源入字一番割 75 -2 大字下門前字脇戸126に合併

大字下源入字一番割 76 大字下源入字一番割75-1に合併

大字下源入字一番割 77 大字下源入字一番割75-1に合併

大字下源入字一番割 78 50 10 -3 下門前 1894

58 12 上源入 656

大字下源入字一番割 79 -1 大字下門前字裏田102に合併

大字下源入字一番割 79 -2 50 10 -1 下門前 1896

大字下源入字一番割 80 大字下門前字裏田101に合併

大字下源入字一番割 81 大字下門前字裏田103に合併

大字下源入字一番割 82 46 14 下門前 2225 -1

35 2 下源入 584

大字下源入字一番割 83 大字下門前字大割780に合併

大字下源入字石橋 84 -1 大字下門前字大割780に合併

大字下源入字石橋 84 -2 大字下門前字大割783に合併

大字下源入字石橋 85 35 1 -2 下源入 585 -2

大字下源入字石橋 86

大字下源入字石橋 87

大字下源入字石橋 86 大字下源入字石橋85に合併

大字下源入字石橋 87 大字下源入字石橋85に合併

大字下源入字石橋 88 -1 法第105条第2項により消滅

大字下源入字石橋 94 -2 法第105条第2項により消滅

大字下源入字石橋 98 36 1 -1 下源入 562

大字下源入字石橋 99

大字下源入字石橋 99 大字下源入字石橋98に合併

大字下源入字石橋 100 36 1 -2 下源入 563

36 1 -3 下源入 564

大字下源入字石橋 101 31 18 下門前 2334

大字下源入字石橋 102 33 4 下門前 2354

35 5 下源入 577

大字下源入字石橋 103 35 6 下源入 578

大字下源入字石橋 104 35 7 -3 下源入 581

35 7 -4 下源入 580

大字下源入字石橋 105 -1 35 7 -6 下源入 579

大字下源入字石橋 105 -2

大字下源入字石橋 105 -2 大字下源入字石橋105-1に合併

大字上源入字春日割 49 -1 58 10 下門前 1731

58 3 上源入 650

大字上源入字春日割 50 58 8 上源入 658

大字上源入字春日割 51

地番 街区 符号 地番
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上越市 上越市

大字上源入字春日割 72

大字上源入字春日割 73 -2

大字上源入字春日割 51 大字上源入字春日割50に合併

大字上源入字春日割 52 -1 58 4 上源入 651

大字上源入字春日割 53 -1

大字上源入字春日割 56 -3

大字上源入字春日割 57 -3

大字上源入字春日割 53 -1 大字上源入字春日割52-1に合併

大字上源入字春日割 54 -1 大字下門前字裏田112に合併

大字上源入字春日割 54 -2 大字下門前字裏田112に合併

大字上源入字春日割 55 -1 大字下門前字裏田112に合併

大字上源入字春日割 55 -2 大字下門前字裏田112に合併

大字上源入字春日割 56 -3 大字上源入字春日割52-1に合併

大字上源入字春日割 57 -3 大字上源入字春日割52-1に合併

大字上源入字春日割 58 大字下門前字塩辛191に合併

大字上源入字春日割 59 -1 大字下門前字塩辛191に合併

大字上源入字春日割 59 -2 大字下門前字塩辛191に合併

大字上源入字春日割 60 -3 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 61 -3 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 62 -1 大字下門前字塩辛191に合併

大字上源入字春日割 62 -2 大字下門前字塩辛191に合併

大字上源入字春日割 63 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 64 -3 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 64 -6 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 65 -1 59 2 -1 下門前 1740

59 2 -2 下門前 1739

大字上源入字春日割 65 -3 51 3 下門前 1928

大字上源入字春日割 65 -4

大字上源入字春日割 66 -2

大字上源入字春日割 65 -4 大字上源入字春日割65-3に合併

大字上源入字春日割 65 -5 59 2 -3 下門前 1738

大字上源入字春日割 65 -6

大字上源入字春日割 65 -6 大字上源入字春日割65-5に合併

大字上源入字春日割 66 -2 大字上源入字春日割65-3に合併

大字上源入字春日割 67 51 5 -1 下門前 1924

51 5 -2 下門前 1923

大字上源入字春日割 68 57 5 -1 上源入 641 -1

大字上源入字春日割 93 -1

大字上源入字春日割 94

大字上源入字春日割 69 4 5 下門前 2252
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50 3 下門前 1903

大字上源入字春日割 70 大字下門前字脇戸146に合併

大字上源入字春日割 71 大字下門前字脇戸146に合併

大字上源入字春日割 72 大字上源入字春日割50に合併

大字上源入字春日割 73 -1 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 73 -2 大字上源入字春日割50に合併

大字上源入字春日割 74 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 75 -1 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 75 -2 57 8 上源入 645

大字上源入字春日割 75 -4

大字上源入字春日割 75 -5

大字上源入字春日割 75 -3 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 75 -4 大字上源入字春日割75-2に合併

大字上源入字春日割 75 -5 大字上源入字春日割75-2に合併

大字上源入字春日割 76 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 77 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 78 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 79 大字下門前字脇戸117に合併

大字上源入字春日割 80 大字下源入字一番割75-1に合併

大字上源入字春日割 81 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字上源入字春日割 81 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 82 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字上源入字春日割 82 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 83 -1 大字下源入字堀口37-1に合併

大字上源入字春日割 83 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 84 -1 46 13 -1 下門前 2226

大字上源入字春日割 84 -2 大字下門前字切捨644に合併

大字上源入字春日割 84 -3 57 1 上源入 637

大字上源入字春日割 85 -1

大字上源入字春日割 86 -1

大字上源入字春日割 86 -2

大字上源入字春日割 87 -1

大字上源入字春日割 88 -1

大字上源入字春日割 84 -4 大字下源入字堀口37-1に合併

大字上源入字春日割 84 -6 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 85 -1 大字上源入字春日割84-3に合併

大字上源入字春日割 85 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 86 -1 大字上源入字春日割84-3に合併

大字上源入字春日割 86 -2 大字上源入字春日割84-3に合併

大字上源入字春日割 86 -4 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

大字上源入字春日割 87 -1 大字上源入字春日割84-3に合併

大字上源入字春日割 87 -2 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 88 -1 大字上源入字春日割84-3に合併

大字上源入字春日割 88 -2 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 89 -1 57 2 上源入 638

大字上源入字春日割 89 -2

大字上源入字春日割 90 -1

大字上源入字春日割 90 -2

大字上源入字春日割 89 -2 大字上源入字春日割89-1に合併

大字上源入字春日割 89 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 90 -1 大字上源入字春日割89-1に合併

大字上源入字春日割 90 -2 大字上源入字春日割89-1に合併

大字上源入字春日割 90 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 91 -1 48 13 下門前 2013

57 3 上源入 639

大字上源入字春日割 91 -2 大字下門前字裏田62に合併

大字上源入字春日割 91 -3 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 92 -1 57 4 上源入 640

大字上源入字春日割 92 -2 大字下門前字裏田62に合併

大字上源入字春日割 93 -1 大字上源入字春日割68に合併

大字上源入字春日割 93 -2 大字下源入字一番割60に合併

大字上源入字春日割 94 大字上源入字春日割68に合併

大字上源入字春日割 95 57 5 -2 上源入 641 -2

大字上源入字春日割 96 -1 57 5 -3 上源入 641 -3

大字上源入字春日割 96 -2 50 4 -1 下門前 1902

大字上源入字春日割 97 -2 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 97 -4 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 97 -9 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 97 -10 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 98 -3 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 98 -5 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 99 -3 大字下門前字裏田107に合併

大字上源入字春日割 99 -5 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 100 -4 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 101 -4 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 102 -4 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 103 -4 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 104 -4 法第105条第2項により消滅

大字上源入字春日割 105 -4 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字大工町 1 -1 3 1 -1 下門前 2314

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

3 1 -2 下門前 2313

大字春日新田字大工町 1 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字大工町 1 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字大工町 1 -4 3 1 -3 下門前 2312

大字春日新田字大工町 2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字大工町 3 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字大工町 4 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1486 -1 大字下門前字裏田1-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1486 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1486 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1487 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1487 -4 大字下門前字裏田1-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1487 -5 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1583 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1586 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1587 -1 32 1 下門前 2360

大字春日新田字浄教寺 1590 -1

大字春日新田字浄教寺 1591 -1

大字春日新田字浄教寺 1587 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1588 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1589 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1590 -1 大字春日新田字浄教寺1587-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1590 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1591 -1 大字春日新田字浄教寺1587-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1591 -2 33 1 下門前 2357

大字春日新田字浄教寺 1591 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1592 -1 大字下門前字裏田41-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1592 -2 大字下門前字裏田40-1に合併

大字春日新田字浄教寺 1592 -3 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1592 -4 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1593 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1594 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1595 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1596 -2 法第105条第2項により消滅

大字春日新田字浄教寺 1598 -2 法第105条第2項により消滅

大字藤野新田字大割 350 -5 法第105条第2項により消滅

大字藤野新田字大割 351 -4 法第105条第2項により消滅

下門前 1647 大字下門前字長楽寺556に合併

下門前 1713 -2 法第105条第2項により消滅

下門前 1714 -2 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番
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旧 仮換地 新
町 名 町 名 　　備　　考
上越市 上越市

春日新田五丁目 519 -2 法第105条第2項により消滅

春日新田五丁目 520 法第105条第2項により消滅

地番 街区 符号 地番


