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１ この対照表は、山梨市駅前土地区画整理事業の換地処分に伴う町界
地番変更による、住所の変更を対照した一覧表です。

２　住所は換地処分の公告の日の翌日（令和２年１月３１日）から新住所
に変わります。

３ 対照表の配列は、旧新対照表は旧番地順、新旧対照表は新番地順
に編成されています。

４　同一の旧住所に対して、複数の新住所が割り当てられている場合が
ありますので注意してください。

５　この対照表は換地処分の公告の日時点（令和２年１月３０日）の
住民登録に基づき作成しています。

６　この対照表は、換地処分時点（令和2年1月30日）で山梨市駅前土地
区画整理事業施行地区内に住民登録されている方に関するもので
山梨市駅前土地区画整理事業に伴い変更になる町名地番のすべては
は記載されておりません。
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総　　括　　表

１．区域を変更する町（別紙位置図及字界図参照）

※郵便番号は変更されません

２．廃止する町

３．効力発生年月日 令和２年１月３１日（金）

※効力発生日は換地処分の公告があった日の翌日となります。

1

上神内川
上神内川字棗塚、神田、一丁田、蟹原、地藏
原、下河原、塚越、三五王子及び分木の各一部

　上神内川字棗塚、神田、一丁田、蟹原、地藏原、下河原、塚
越、三五王子及び分木の各一部

町　　名 左の区域に包含される区域



山梨市駅前土地区画整理事業　位置図
（山梨市駅前土地区画整理事業施行地区内について町界地番変更を行うもの）

出典：国土地理院地理院地図ウェブサイト　
地理院タイル （淡色地図）を加工して作成
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山梨市駅前土地区画整理事業　字界図
（山梨市駅前土地区画整理事業施行地区内について町界地番変更を行うもの）
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新旧住所対照表

（個人の部）



　　　　山梨市駅前土地区画整理事業 新旧住所対照表 町名地番の変更期日：令和2年１月31日  1

新住所 旧住所 新住所 旧住所

上神内川１６０１番地 上神内川１番地８ 上神内川１６８７番地 上神内川１２３６番地

上神内川１６０６番地 上神内川２番地１ 上神内川１６８８番地 上神内川１２３４番地３

上神内川１６１０番地 上神内川１０番地２ 上神内川１６９１番地 上神内川１２３３番地

上神内川１６１２番地 上神内川４７番地 上神内川１６９３番地 上神内川１５４６番地

上神内川１６２７番地 上神内川５１番地４ 上神内川１６９５番地 上神内川１５４４番地６

上神内川１６３３番地 上神内川５６番地 上神内川１６９７番地 上神内川１５４６番地

上神内川１６３９番地 上神内川７１番地１ 上神内川１６９９番地 上神内川１５４７番地

上神内川１６４１番地 上神内川７４番地 上神内川１７００番地 上神内川１２３３番地

上神内川１６４４番地 上神内川７４番地 上神内川１７０６番地 上神内川１２３２番地

上神内川１６４６番地 上神内川１５４６番地 上神内川１７１７番地 上神内川１２３０番地６

上神内川１６４６番地 上神内川１５５９番地１ 上神内川１７２０番地 上神内川１２３０番地２

上神内川１６５７番地 上神内川１５５９番地４ 上神内川１７２１番地 上神内川１２１８番地４

上神内川１６５８番地 上神内川１５４９番地１ 上神内川１７２７番地 上神内川６４番地

上神内川１６５９番地 上神内川１５４９番地２ 上神内川１７２８番地 上神内川６３番地

上神内川１６６０番地 上神内川１５４３番地 上神内川１７３０番地 上神内川６４番地９

上神内川１６６４番地 上神内川１５４１番地 上神内川１７３１番地 上神内川６５番地

上神内川１６６５番地 上神内川１５３４番地 上神内川１７３６番地 上神内川６１番地

上神内川１６７０番地 上神内川１５２６番地 上神内川１７４０番地 上神内川１２１８番地２

上神内川１６７１番地 上神内川１５３８番地 上神内川１７４１番地 上神内川４番地４

上神内川１６７１番地 上神内川１５４０番地２ 上神内川１７４３番地 上神内川１２１７番地

上神内川１６７２番地 上神内川１５４４番地 上神内川１７４５番地 上神内川１２１８番地１

上神内川１６７５番地 上神内川１４７７番地１ 上神内川１７４６番地 上神内川１２１７番地３

上神内川１６７６番地 上神内川１４７５番地５ 上神内川１７４８番地 上神内川１２１３番地

上神内川１６７７番地 上神内川１５２６番地２ 上神内川１７５１番地 上神内川１２１３番地２

上神内川１６７８番地 上神内川１４７８番地 上神内川１７５５番地 上神内川１２１１番地

上神内川１６７８番地 上神内川１４７８番地１ 上神内川１７５９番地 上神内川１２１８番地

上神内川１６８０番地 上神内川１４７７番地 上神内川１７６０番地 上神内川１２１６番地

上神内川１６８１番地 上神内川１５２５番地 上神内川１７６１番地 上神内川１番地３

上神内川１６８４番地 上神内川１４７３番地４ 上神内川１７６２番地 上神内川１２１６番地１
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旧新住所対照表

（個人の部）



　　　　山梨市駅前土地区画整理事業 旧新住所対照表 町名地番の変更期日：令和２年１月３１日　　X

旧住所 新住所 旧住所 新住所

上神内川１番地３ 上神内川１７６１番地 上神内川１２３２番地 上神内川１７０６番地

上神内川１番地８ 上神内川１６０１番地 上神内川１２３３番地 上神内川１６９１番地

上神内川２番地１ 上神内川１６０６番地 上神内川１２３３番地 上神内川１７００番地

上神内川４番地４ 上神内川１７４１番地 上神内川１２３４番地３ 上神内川１６８８番地

上神内川１０番地２ 上神内川１６１０番地 上神内川１２３６番地 上神内川１６８７番地

上神内川４７番地 上神内川１６１２番地 上神内川１４７３番地４ 上神内川１６８４番地

上神内川５１番地４ 上神内川１６２７番地 上神内川１４７５番地５ 上神内川１６７６番地

上神内川５６番地 上神内川１６３３番地 上神内川１４７７番地 上神内川１６８０番地

上神内川６１番地 上神内川１７３６番地 上神内川１４７７番地１ 上神内川１６７５番地

上神内川６３番地 上神内川１７２８番地 上神内川１４７８番地 上神内川１６７８番地

上神内川６４番地 上神内川１７２７番地 上神内川１４７８番地１ 上神内川１６７８番地

上神内川６４番地９ 上神内川１７３０番地 上神内川１５２５番地 上神内川１６８１番地

上神内川６５番地 上神内川１７３１番地 上神内川１５２６番地 上神内川１６７０番地

上神内川７１番地１ 上神内川１６３９番地 上神内川１５２６番地２ 上神内川１６７７番地

上神内川７４番地 上神内川１６４１番地 上神内川１５３４番地 上神内川１６６５番地

上神内川７４番地 上神内川１６４４番地 上神内川１５３８番地 上神内川１６７１番地

上神内川１２１１番地 上神内川１７５５番地 上神内川１５４０番地２ 上神内川１６７１番地

上神内川１２１３番地 上神内川１７４８番地 上神内川１５４１番地 上神内川１６６４番地

上神内川１２１３番地２ 上神内川１７５１番地 上神内川１５４３番地 上神内川１６６０番地

上神内川１２１６番地 上神内川１７６０番地 上神内川１５４４番地 上神内川１６７２番地

上神内川１２１６番地１ 上神内川１７６２番地 上神内川１５４４番地６ 上神内川１６９５番地

上神内川１２１７番地 上神内川１７４３番地 上神内川１５４６番地 上神内川１６４６番地

上神内川１２１７番地３ 上神内川１７４６番地 上神内川１５４６番地 上神内川１６９３番地

上神内川１２１８番地 上神内川１７５９番地 上神内川１５４６番地 上神内川１６９７番地

上神内川１２１８番地１ 上神内川１７４５番地 上神内川１５４７番地 上神内川１６９９番地

上神内川１２１８番地２ 上神内川１７４０番地 上神内川１５４９番地１ 上神内川１６５８番地

上神内川１２１８番地４ 上神内川１７２１番地 上神内川１５４９番地２ 上神内川１６５９番地

上神内川１２３０番地２ 上神内川１７２０番地 上神内川１５５９番地１ 上神内川１６４６番地

上神内川１２３０番地６ 上神内川１７１７番地 上神内川１５５９番地４ 上神内川１６５７番地
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山梨市駅前地区町界地番変更 新旧旧新住所対照表

（令和２年１月３１日実施）

編集・発行 山梨市都市計画課

電話0５５３-２２-１１１１
令和2年1月30日住民登録


