
高 知 広 域 都 市 計 画 事 業

下 島 土 地 区 画 整 理 事 業

新 旧 ･ 旧 新 住 所 対 照 簿

　　　　　下島土地区画整理事業の換地処分の公告（令和

　　　　３年２月26日公告）に伴う地番の変更により，

　　　　令和３年２月27日から施行区域内の住所の表記

　　　　が変わりました。

　　　　　 ◇◆お問い合わせ先◆◇

　　　　　高知市　都市建設部　市街地整備課

　　　　　〒780-0937　高知市中須賀町265番地6

　　　　 　　TEL（088）823－9377　　FAX（088）823－9028



下島土地区画整理事業地内
令和３年２月27日変更

新住所 旧住所 備考

下島町　１０６番地 下島町　１１番地　 5街区1画地(山村病院)

下島町　１１０番地 下島町　１３番地７　（４街区６－２画地）

下島町　１１３番地 下島町　１３番地１２　（４街区７画地）

下島町　１１４番地 下島町　１５番地　（４街区８画地）

下島町　１１６番地 下島町　１５番地　（４街区１０画地）

下島町　１１７番地 下島町　１７番地　（４街区１画地）

下島町　１２０番地 下島町　１４番地３　（４街区４画地）

下島町　１２１番地 下島町　１４番地　（４街区５－２画地）

下島町　１２４番地１ 下島町　１１番地７　 6街区2-1画地(介護複合施設輝)

下島町　１３１番地 下島町　２０番地３　（６街区１０画地）

下島町　１３６番地 　 7街区4画地

下島町　１３９番地 　 7街区8画地(下島町集会所)

下島町　１４０番地 下島町　１１番地１５　（７街区１画地）

下島町　１４２番地１ 下島町　３０番地　（８街区１画地） 8街区1-1画地

下島町　１４２番地２ 下島町　３０番地　（８街区１－２画地）

下島町　１４５番地 下島町　２７番地　（９街区１０画地）

下島町　１４６番地 下島町　２７番地　（９街区６画地） 9街区11画地

下島町　１５２番地 下島町　３２番地　（９街区１７画地） (Ｒｅｉｗａ)

下島町　１５３番地 　 9街区1画地

下島町　１５４番地 下島町　３２番地１４　（９街区２画地）

下島町　１５６番地 下島町　３３番地１　（９街区４画地）

下島町　１５７番地 下島町　３５番地　（９街区５画地）

下島町　１６０番地 下島町　２０番地３　（１０街区８画地）

下島町　１６１番地 下島町　３８番地　（１０街区９－２画地）

下島町　１６２番地 下島町　３８番地２　（１０街区９－３画地）

下島町　１６３番地 下島町　４１番地８　（１０街区１１画地）

下島町　１６５番地 下島町　４１番地７　（１０街区１２画地） 10街区13画地

下島町　１６８番地 下島町　４２番地４　（１０街区１画地）

下島町　１７０番地 下島町　４２番地１２　（１０街区３画地）

下島町　１７１番地 下島町　４１番地８　（１０街区４画地）

下島町　１７３番地 下島町　４０番地　（１０街区６画地）

下島町　１７６番地 下島町　４４番地　 11街区4画地

下島町　１７７番地 　 11街区3画地

下島町　１７８番地 下島町　４８番地　（１１街区２画地） (シャーメゾン旭ＷＥＳＴ)

新旧住所対照簿　　　 
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下島土地区画整理事業地内
令和３年２月27日変更

新住所 旧住所 備考

新旧住所対照簿　　　 

下島町　１７９番地 下島町　４２番地２０　（１１街区７画地）

下島町　１８１番地 下島町　１７番地２　（１２街区７画地）

下島町　１８４番地 下島町　４５番地　 12街区4画地

下島町　１８５番地 下島町　４６番地　（１２街区３画地）

下島町　１８６番地 下島町　４６番地　（１２街区２画地）

下島町　１８７番地 下島町　５０番地２　（１２街区１画地）

下島町　１８８番地 下島町　５０番地３　（１３街区３画地）

下島町　１９０番地 下島町　５０番地３　（１３街区１－３画地）

下島町　１９１番地 下島町　５０番地４　（１３街区１－２画地）

下島町　１９２番地 下島町　５２番地　（１３街区１－１画地）

下島町　１９５番地 下島町　５５番地２　（１４街区１－２画地）

下島町　２０１番地 下島町　５６番地３　（１５街区５画地）

下島町　２０３番地 下島町　５７番地９　（１５街区３画地）

下島町　２０５番地 下島町　６２番地２　（１５街区１画地）

下島町　２０９番地 下島町　４１番地２　（１６街区６画地）

下島町　２１０番地 下島町　４１番地　（１６街区７画地）

下島町　２１２番地 下島町　４１番地　（１６街区９画地）

下島町　２１４番地 下島町　５８番地２　（１６街区１１画地）

下島町　２１５番地 下島町　６０番地　（１６街区１２画地）

下島町　２１６番地 下島町　５７番地５　（１６街区２画地） 16街区13画地

下島町　２２０番地 下島町　６０番地　（１６街区３画地）

下島町　２２２番地 下島町　４１番地　（１６街区５画地）

下島町　２２７番地 下島町　６０番地　（１７街区４画地）

下島町　２３０番地 下島町　６２番地１　（１７街区１画地）

下島町　２３１番地 　 18街区2画地

下島町　２３２番地 下島町　６４番地３　（１８街区３画地）

下島町　２３５番地 下島町　６４番地　（１８街区１画地）

下島町　２３７番地 下島町　６３番地　（１９街区４画地）

下島町　２３９番地 下島町　７０番地５　（１９街区２画地）

下島町　２４０番地 　 19街区1画地

下島町　２４０番地 下島町　７０番地２　 19街区1画地

下島町　２４４番地 下島町　７０番地４　（２０街区３画地）
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下島土地区画整理事業地内
令和３年２月27日変更

旧住所 新住所 備考

下島町　１１番地　 下島町　１０６番地 5街区1画地(山村病院)

下島町　１１番地７　 下島町　１２４番地１ 6街区2-1画地(介護複合施設輝)

　 下島町　１３６番地 7街区4画地

下島町　１１番地１５　（７街区１画地） 下島町　１４０番地

下島町　１３番地７　（４街区６－２画地） 下島町　１１０番地

下島町　１３番地１２　（４街区７画地） 下島町　１１３番地

下島町　１４番地　（４街区５－２画地） 下島町　１２１番地

下島町　１４番地３　（４街区４画地） 下島町　１２０番地

下島町　１５番地　（４街区８画地） 下島町　１１４番地

下島町　１５番地　（４街区１０画地） 下島町　１１６番地

下島町　１７番地　（４街区１画地） 下島町　１１７番地

下島町　１７番地２　（１２街区７画地） 下島町　１８１番地

下島町　２０番地３　（６街区１０画地） 下島町　１３１番地

下島町　２０番地３　（１０街区８画地） 下島町　１６０番地

　 下島町　１３９番地 7街区8画地(下島町集会所)

下島町　２７番地　（９街区１０画地） 下島町　１４５番地

下島町　２７番地　（９街区６画地） 下島町　１４６番地 9街区11画地

下島町　３０番地　（８街区１画地） 下島町　１４２番地１ 8街区1-1画地

下島町　３０番地　（８街区１－２画地） 下島町　１４２番地２

下島町　３２番地　（９街区１７画地） 下島町　１５２番地 (Ｒｅｉｗａ)

下島町　３２番地１４　（９街区２画地） 下島町　１５４番地

下島町　３３番地１　（９街区４画地） 下島町　１５６番地

下島町　３５番地　（９街区５画地） 下島町　１５７番地

下島町　３８番地　（１０街区９－２画地） 下島町　１６１番地

下島町　３８番地２　（１０街区９－３画地） 下島町　１６２番地

　 下島町　１５３番地 9街区1画地

下島町　４０番地　（１０街区６画地） 下島町　１７３番地

下島町　４１番地　（１６街区７画地） 下島町　２１０番地

下島町　４１番地　（１６街区９画地） 下島町　２１２番地

下島町　４１番地　（１６街区５画地） 下島町　２２２番地

下島町　４１番地２　（１６街区６画地） 下島町　２０９番地

下島町　４１番地７　（１０街区１２画地） 下島町　１６５番地 10街区13画地

下島町　４１番地８　（１０街区１１画地） 下島町　１６３番地

下島町　４１番地８　（１０街区４画地） 下島町　１７１番地

旧新住所対照簿 　　　
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下島土地区画整理事業地内
令和３年２月27日変更

旧住所 新住所 備考

旧新住所対照簿 　　　

下島町　４２番地４　（１０街区１画地） 下島町　１６８番地

下島町　４２番地１２　（１０街区３画地） 下島町　１７０番地

下島町　４２番地２０　（１１街区７画地） 下島町　１７９番地

　 下島町　１７７番地 11街区3画地

下島町　４４番地　 下島町　１７６番地 11街区4画地

下島町　４５番地　 下島町　１８４番地 12街区4画地

下島町　４６番地　（１２街区３画地） 下島町　１８５番地

下島町　４６番地　（１２街区２画地） 下島町　１８６番地

下島町　４８番地　（１１街区２画地） 下島町　１７８番地 (シャーメゾン旭ＷＥＳＴ)

下島町　５０番地２　（１２街区１画地） 下島町　１８７番地

下島町　５０番地３　（１３街区３画地） 下島町　１８８番地

下島町　５０番地３　（１３街区１－３画地） 下島町　１９０番地

下島町　５０番地４　（１３街区１－２画地） 下島町　１９１番地

下島町　５２番地　（１３街区１－１画地） 下島町　１９２番地

下島町　５５番地２　（１４街区１－２画地） 下島町　１９５番地

下島町　５６番地３　（１５街区５画地） 下島町　２０１番地

下島町　５７番地５　（１６街区２画地） 下島町　２１６番地 16街区13画地

下島町　５７番地９　（１５街区３画地） 下島町　２０３番地

下島町　５８番地２　（１６街区１１画地） 下島町　２１４番地

下島町　６０番地　（１６街区１２画地） 下島町　２１５番地

下島町　６０番地　（１６街区３画地） 下島町　２２０番地

下島町　６０番地　（１７街区４画地） 下島町　２２７番地

下島町　６２番地１　（１７街区１画地） 下島町　２３０番地

下島町　６２番地２　（１５街区１画地） 下島町　２０５番地

下島町　６３番地　（１９街区４画地） 下島町　２３７番地

　 下島町　２３１番地 18街区2画地

下島町　６４番地　（１８街区１画地） 下島町　２３５番地

下島町　６４番地３　（１８街区３画地） 下島町　２３２番地

　 下島町　２４０番地 19街区1画地

下島町　７０番地２　 下島町　２４０番地 19街区1画地

下島町　７０番地４　（２０街区３画地） 下島町　２４４番地

下島町　７０番地５　（１９街区２画地） 下島町　２３９番地
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