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基準地番号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 基準地の1平方 基準地の 基準地の形状 基準地の利用 基準地の周辺の土地の 基準地の前面道路 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

メートル当たり 地積 の現況 利用の現況 の状況 の水道、ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
の価格 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制

道の整備の状況 限で主要なもの
 　 (円)   (㎡)

鶴見 横浜市鶴見区 北西　      4m 水道
213,000 101    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 ＬＳ2     1.3km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 東　　    6.5m 水道
262,000 141    1:1   市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 ＲＣ2     1.2km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 南東　    4.5m 水道
188,000 125    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     1.6km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北西　      6m 水道
267,000 148    1:2.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     800m 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 東　　      4m 水道
193,000 181  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.8km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北　　      6m 水道
244,000 182    1:2   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北西　    6.7m 水道
261,000 106    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     400m 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北東　    4.5m 水道
275,000 179  1.2:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  8 ＬＳ2     960m 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北西　    5.5m 水道
209,000 208    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     3.4km 　　 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北西　      8m 水道
215,000 187    1:2   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     1.1km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北東　      5m 水道
290,000 121    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2 近接 準防 高度「生麦５－７－３１」

小規模の小売店舗、高層
の店舗付マンションが建
ち並ぶ駅前の商業地域

店舗兼住宅 花月園前
生麦５丁目１０１２番２

住宅 鶴見
梶山２丁目４６９番３５

「梶山２－２０－６」

中規模一般住宅が多い閑
静な高台の住宅地域

「上の宮２－２１－６」

中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

住宅 菊名
上の宮２丁目４４６番１０外

「矢向３－３３－３」

一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

住宅 鶴見
寺谷２丁目１６９０番４

「寺谷２－８－１６」

一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

住宅 鶴見市場
栄町通１丁目５番４

中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

住宅 矢向
矢向３丁目２３２番６

中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既存
の住宅地域

住宅 鶴見
獅子ケ谷１丁目１１７４番１０

「獅子ケ谷１－５７－１５」

中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

住宅 中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

菊名
馬場１丁目１４３０番３外

「馬場１－１９－２６」

住宅 鶴見市場
平安町１丁目４８番９

東寺尾３丁目５６７番３

「東寺尾３－２１－２２」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

生麦

住宅 鶴見中規模一般住宅、共同住
宅が混在する住宅地域東寺尾中台１９５７番３３

「東寺尾中台２２－３０」
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鶴見 横浜市鶴見区 南　　     20m 水道
263,000 99    1:3.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2     1.5km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北　　     15m 水道
244,000 89    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｗ2     1.4km 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 西　　     11m 水道
520,000 116    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ4     300m 防火 高度

鶴見 横浜市鶴見区 台形 南西　    9.5m 水道
299,000 232    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 ＲＣ3     200m 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北西　     14m 水道
526,000 252    1:2.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  6 ＲＣ5      80m 防火 高度

背面道
鶴見 横浜市鶴見区 台形 北東　      7m 水道

291,000 115    1:3   市道 ガス 近商
＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  7 Ｗ2 近接 準防 高度

鶴見 横浜市鶴見区 北　　      8m 水道
213,000 2,056    2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ4     1.9km 準防 高度

背面道
鶴見 横浜市鶴見区 北西　      9m 水道

83,100 7,152    1:1.2 私道 ガス 工専
　 (  60, 200)

(県) 9-  1     480m 　　 　　

神奈川 横浜市神奈川区 北東　      4m 水道
218,000 206  1.2:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     600m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 北東　      6m 水道
227,000 113    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     400m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 北　　      6m 水道
259,000 154  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2     110m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 西　　    5.5m 水道
250,000 117    1:1.5 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2       1km 準防 高度

「北寺尾１－１－３」

小規模の小売店舗等が見
られる路線商業地域

店舗兼共同住
宅

鶴見
北寺尾１丁目１９７番３

店舗兼事務所 小売店舗が建ち並びマン
ション等も見られる商業
地域

鶴見
豊岡町２５５番４

「豊岡町２０－１１」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建
ち並ぶ既成近隣商業地域

鶴見
仲通１丁目５７番３

店舗兼共同住
宅

中層の店舗ビル等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

京急鶴見
鶴見中央４丁目１６番３外

「鶴見中央４－１６－２」

店舗兼共同住
宅

中層の店舗付マンショ
ン、小売店舗等が建ち並
ぶ駅前の商業地域

矢向
矢向６丁目１３１番３

「矢向６－１１－２６」

事務所、寄宿
舎兼倉庫等

事務所、工場、共同住宅
等が混在する地域

鶴見
大東町６番２外

店舗兼住宅 中低層の中小規模店舗等
が建ち並ぶ駅前商業地域

鶴見市場
市場東中町１６１６番２

「市場東中町３－１５」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

大口
大口仲町４０番６

工場 工場、事務所等が建ち並
ぶ臨海工業地域

安善
安善町１丁目２番８外

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

三ツ沢下町
三ツ沢下町１２番１０

「三ツ沢下町５－１９」

住宅 一般住宅、アパート等が
多い既成の住宅地域

大口
松見町１丁目２０番１

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

白楽
六角橋３丁目５８７番６

「六角橋３－１５－１７」
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神奈川 横浜市神奈川区 北西　    3.4m 水道
231,000 117    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 ＬＳ2     500m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南東　      5m 水道
248,000 203  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     500m 　　 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南東　    6.5m 水道
170,000 213  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 ＬＳ2     2.5km 　　 高度

神奈川 横浜市神奈川区 東　　      5m 水道
221,000 230    1:1.2 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  8 Ｗ2     900m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南西　      8m 水道
295,000 156    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ4     270m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 北西　      8m 水道
438,000 53    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｗ2     200m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南東　     27m 水道
333,000 140    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＲＣ6     360m 防火 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南東　     50m 水道
342,000 168    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ4     500m 防火 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南東　     40m 水道
296,000 107    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  5 Ｓ5     320m 防火 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南　　     20m 水道
917,000 282    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  6 ＳＲＣ9     300m 防火 高度

背面道
神奈川 横浜市神奈川区 西　　     15m 水道

344,000 97    1:2   県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  7 Ｓ3     120m 防火 高度

神奈川 横浜市神奈川区 南西　     18m 水道
340,000 298    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 ＲＣ4     230m 防火 高度

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

三ツ沢上町
三ツ沢南町７０番１

「三ツ沢南町１１－２３」

住宅 中規模一般住宅が多い新
興分譲住宅地域

小机
菅田町字西長谷１０４７番２２

住宅 中規模一般住宅が多い傾
斜地の住宅地域

片倉町
片倉２丁目７２４番１１５

「片倉２－２０－３」

店舗兼共同住
宅

小売店舗が建ち並ぶ駅に
近い商業地域

反町
松本町２丁目１８番１２

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

片倉町
神大寺３丁目９４３番９

「神大寺３－１８－２５」

事務所、店舗
兼共同住宅

店舗、営業所、マンショ
ン等が混在する商業地域

東神奈川
二ツ谷町１０番１０

店舗兼住宅 低層の店舗のほか中層の
店舗付共同住宅が見られ
る商業地域

白楽
六角橋１丁目５９番４外

「六角橋１－４－６」

店舗兼共同住
宅

中層の店舗、営業所が建
ち並ぶ路線商業地域

子安
浦島町４番１０

事務所 店舗、営業所等が建ち並
ぶ国道沿いの商業地域

東神奈川
神奈川２丁目１７番１５

店舗兼共同住
宅

中層の店舗、営業所等が
建ち並ぶ商業地域

大口
大口通１３７番６

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

横浜
鶴屋町２丁目２０番２外

事務所 中層の事務所、店舗兼共
同住宅等が多い商業地域

反町
反町１丁目６番２外
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神奈川 横浜市神奈川区 北　　      6m 水道
223,000 145    1:2   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ4     400m 準防 高度

神奈川 横浜市神奈川区 台形 南東　    3.8m 水道 「調区」
114,000 105    1:1.5 市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     2.1km 　　 　　

西 横浜市西区 西　　      8m 水道
205,000 132    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  1 Ｗ2     650m 準防 高度

西 横浜市西区 南　　      4m 水道
203,000 184    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  2 ＲＣ2     1.9km 準防 高度

西 横浜市西区 北西　    3.5m 水道
228,000 163    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 Ｗ2     700m 準防 高度

西 横浜市西区 台形 東　　    3.7m 水道
197,000 136    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ3     700m 準防 高度

西 横浜市西区 南東　      4m 水道
252,000 119    1:2   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     330m 準防 高度

西 横浜市西区 南　　    5.5m 水道
227,000 107    1:1.5 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 Ｗ3       1km 準防 高度

西 横浜市西区 北東　     27m 水道
885,000 262    1:1.2 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  1 ＳＲＣ8     750m 防火 高度

背面道
西 横浜市西区 東　　     16m 水道

1,500,000 158    1:2.5 市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  2 ＳＲＣ10F1B     200m 防火 高度

西 横浜市西区 南東　     27m 水道
312,000 99    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ2     550m 防火 高度

西 横浜市西区 北東　     27m 水道
401,000 192    1:1   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  4 ＳＲＣ9     400m 防火 高度

背面道

共同住宅 一般住宅、共同住宅と小
規模工場等が混在する住
宅地域

大口
入江２丁目２８０番７

「入江２－１１－１１」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既存の住宅地域

西横浜
久保町１１６番２

「久保町４６－２３」

住宅 一般住宅、アパートのほ
か農地が見られる住宅地
域

小机
菅田町字山王台１８５２番１４

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

戸部
西戸部町２丁目１７７番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

横浜
浅間台３８番２２

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

平沼橋
岡野２丁目８番２２

「岡野２－８－１５」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既存の住宅地域

黄金町
霞ケ丘４５番２

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ路線商業地域

横浜
岡野１丁目１３番５外

「岡野１－１３－１２」

住宅 小規模一般住宅が多い傾
斜地の既成住宅地域

日ノ出町
西戸部町２丁目１１８番５外

店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち
並ぶ近隣商業地域

天王町
浅間町５丁目３８１番４

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

横浜
高島２丁目２２番８

「高島２－１４－１１」

店舗兼事務所 事務所、店舗、マンショ
ン等が混在する商業地域

高島町
桜木町５丁目２６番３外
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西 横浜市西区 北西　     11m 水道
4,440,000 424    1:1.2 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  5 ＳＲＣ8F2B     150m 防火 高度

三方路
西 横浜市西区 南東　     36m 水道

316,000 323    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  6 ＲＣ5     100m 防火 高度

西 横浜市西区 南東　     25m 水道
2,630,000 462    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  7 ＳＲＣ9F1B     330m 防火 高度

背面道
西 横浜市西区 南西　     22m 水道

304,000 170    1:1   市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 Ｓ5     220m 防火 高度

中 横浜市中区 西　　    5.5m 水道
257,000 156    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     800m 準防 高度

中 横浜市中区 東　　      6m 水道
187,000 142    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 準防 高度

中 横浜市中区 南　　    6.5m 水道
325,000 228    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 ＲＣ3     1.8km 　　 高度

中 横浜市中区 南　　    4.5m 水道
266,000 165    1:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     240m 準防 高度

中 横浜市中区 東　　    5.4m 水道
242,000 184    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2       1km 準防 高度

中 横浜市中区 北東　    8.5m 水道
440,000 324    1:2.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 ＲＣ2     550m 　　 高度

中 横浜市中区 北東　      6m 水道
247,000 129    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.9km 準防 高度

中 横浜市中区 南西　      7m 水道
325,000 349    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     1.1km 準防 高度

店舗、事務所
兼住宅

中層の店舗ビル等が建ち
並ぶ駅に近い商業地域

横浜
南幸１丁目１２番４

「南幸１－１２－７」

店舗兼事務所 高層の事務所、店舗ビル
が建ち並ぶ商業地域

横浜
北幸１丁目８番４外

「北幸１－８－４」

事務所兼店舗
兼共同住宅

中層の店舗併用住宅が多
い国道沿いの商業地域

西横浜
浜松町３０番外

「浜松町１４－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

山手
豆口台１１８番４６

店舗兼共同住
宅

店舗、営業所、マンショ
ンが建ち並ぶ商業地域

戸部
中央１丁目１５０番１外

「中央１－３０－７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした新興住
宅地域

山手
本牧和田２９番１４

「本牧和田２９－８」

住宅 中小規模一般住宅のほか
に店舗も見られる既存の
住宅地域

山手
簑沢８８番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の閑静な住宅地域

山手
本牧満坂１８７番２６

住宅 一般住宅が多い高台の交
通至便な住宅地域

山手
仲尾台３０番１０

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

山手
本牧町２丁目３４９番４

住宅 中規模以上の一般住宅が
多い高台の閑静な住宅地
域

元町・中華街
山手町２４７番６

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

山手
千代崎町１丁目２５番３９
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中 横浜市中区 不整形 南西　     25m 水道
546,000 360    1:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 Ｓ5     350m 防火 高度

中 横浜市中区 南東　     22m 水道
325,000 57    1:2.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  2 Ｓ3     170m 防火 高度

中 横浜市中区 南東　   14.5m 水道
382,000 188    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  3 ＲＣ5     700m 防火 高度

中 横浜市中区 北西　   14.5m 水道
785,000 99    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 700)
(県) 5-  4 ＲＣ4     300m 防火 高度

中 横浜市中区 南西　     25m 水道
1,140,000 441    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  5 ＳＲＣ9F1B      70m 防火 高度

背面道
中 横浜市中区 北西　     25m 水道

605,000 523    1:1.5 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 800)

(県) 5-  6 ＳＲＣ9F1B     240m 防火 高度

中 横浜市中区 北西　     24m 水道
307,000 190    1:4   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＲＣ5     900m 防火 高度

中 横浜市中区 南　　      9m 水道
1,830,000 215    1:4.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  8 Ｓ5F1B     380m 防火 高度

中 横浜市中区 北東　     17m 水道
285,000 73    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  9 ＲＣ4       1km 準防 高度

中 横浜市中区 南西　      9m 水道
604,000 299    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5- 10 ＲＣ6     270m 防火 高度

中 横浜市中区 南東　      8m 水道
283,000 107    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 11 Ｓ3     2.7km 準防 高度

中 横浜市中区 北東　     12m 水道
479,000 437    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5- 12 ＳＲＣ10     500m 防火 高度

店舗 中層の店舗ビルが建ち並
ぶ繁華な商業地域

日ノ出町
長者町８丁目１３２番５

店舗兼住宅 中層の小売店舗が建ち並
ぶ既存の商業地域

関内
伊勢佐木町４丁目１０９番２外

店舗兼住宅 中小規模の店舗、事務所
等が混在する商業地域

日ノ出町
日ノ出町２丁目１０９番

事務所 中高層の事務所ビル、銀
行等が建ち並ぶ国道沿い
の商業地域

馬車道
本町４丁目３５番外

店舗兼住宅 中低層の各種小売店舗が
建ち並ぶ商業地域

関内
伊勢佐木町１丁目４番６

事務所 中高層の事務所ビル、店
舗等が建ち並ぶ商業地域

関内
千歳町１番１０

事務所 中高層の事務所ビル、店
舗ビル等が建ち並ぶ国道
沿いの商業地域

関内
羽衣町２丁目７番９外

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗が建
ち並ぶ路線商業地域

山手
山元町２丁目７７番７

店舗 中層の中華料理店が建ち
並ぶ繁華な商業地域

元町・中華街
山下町１５４番６外

店舗兼住宅 小規模の小売店舗、一般
住宅等が建ち並ぶ近隣商
業地域

山手
本牧三之谷１１番１

「本牧三之谷１０－６」

事務所 中高層の事務所ビルが建
ち並ぶ商業地域

日本大通り
北仲通２丁目１７番２

店舗兼事務所 事務所、営業所等が多い
商業地域

石川町
山下町２０７番２
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中 横浜市中区 南西　     15m 水道
401,000 74    1:3.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5- 13 Ｓ4     450m 防火 高度

中 横浜市中区 西　　     19m 水道
78,900 1,338    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     4.6km 　　 　　

南 横浜市南区 東　　    4.5m 水道
182,000 239    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 ＬＳ2     2.6km 準防 高度

南 横浜市南区 北西　      8m 水道
231,000 191  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     430m 準防 高度

南 横浜市南区 東　　    5.3m 水道
216,000 184    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     520m 準防 高度

南 横浜市南区 南　　      4m 水道
204,000 243    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     650m 準防 高度

南 横浜市南区 東　　    4.3m 水道
185,000 106    1:1.5 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  5 Ｗ2       1km 準防 高度

南 横浜市南区 南東　      4m 水道
167,000 185  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     2.4km 　　 高度

南 横浜市南区 西　　    4.5m 水道
218,000 102    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     200m 準防 高度

南 横浜市南区 南　　      6m 水道
181,000 165    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 ＲＣ2     1.2km 準防 高度

南 横浜市南区 南東　      6m 水道
231,000 133    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     500m 準防 高度

南 横浜市南区 北東　      4m 水道
172,000 244  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     1.6km 準防 高度

店舗、事務所
兼住宅

小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ商業地域

桜木町
野毛町２丁目５９番３

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

井土ケ谷
永田台７１４番９０外

「永田台２２－６」

倉庫 工場、倉庫等が建ち並ぶ
臨海の工業地域

根岸
かもめ町３８番

住宅 一般住宅と共同住宅が混
在する既成住宅地域

地下鉄弘明寺
大岡１丁目２８５番２

「大岡１－８－９」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が多い住宅地域

地下鉄弘明寺
中島町３丁目５９番３

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

南太田
庚台６１番８８

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が多い住宅地域

蒔田
堀ノ内町１丁目６番７

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

地下鉄弘明寺
大岡２丁目７３０番９

「大岡２－４－１３」

住宅 一般住宅が多い高台の区
画整然とした住宅地域

京急弘明寺
六ツ川２丁目１４９番１３

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

蒔田
井土ケ谷下町１０番２

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

京急弘明寺
永田山王台１８３２番１５

「永田山王台１０－３」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

井土ケ谷
永田北２丁目５５５番５４

「永田北２－３６－１３」
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南 横浜市南区 不整形 北西　     22m 水道
366,000 254    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ6      50m 防火 高度

南 横浜市南区 南東　     15m 水道
239,000 79    1:3   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｗ2     600m 準防 高度

南 横浜市南区 南西　     22m 水道
273,000 79    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ3     550m 防火 高度

南 横浜市南区 東　　     11m 水道
270,000 64    1:1.2 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ3     350m 準防 高度

南 横浜市南区 北西　     25m 水道
370,000 119    1:2.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  5 ＲＣ5     220m 防火 高度

南 横浜市南区 北東　      7m 水道
390,000 57    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 Ｗ2     450m 準防 高度

南 横浜市南区 南西　     23m 水道
257,000 128    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  7 ＲＣ3     600m 防火 高度

南 横浜市南区 北　　     22m 水道
285,000 155    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 ＲＣ5     350m 防火 高度

南 横浜市南区 北西　      8m 水道
232,000 325  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 ＲＣ4     230m 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 東　　    6.5m 水道
193,000 171    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 　　 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南西　    4.5m 水道
167,000 330  1.2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     2.1km 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北東　    4.5m 水道
168,000 156    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     2.7km 　　 高度

店舗、事務所
兼共同住宅

小売店舗、事務所、マン
ション等が混在する商業
地域

蒔田
宮元町３丁目６０番３外

店舗兼事務所 中低層の店舗、事務所が
建ち並ぶ路線商業地域

井土ケ谷
井土ケ谷下町１８番４

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ路線
商業地域

京急弘明寺
六ツ川１丁目２８１番５

事務所 店舗、事務所、マンショ
ン等が建ち並ぶ商業地域

吉野町
吉野町１丁目３番１６

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店が建ち
並ぶ既成商業地域

蒔田
榎町１丁目１７番２

事務所兼共同
住宅

小売店舗、マンション等
が混在する路線商業地域

井土ケ谷
永田東３丁目３５番２

「永田東３－１５－３」

店舗兼住宅 各種小売店舗等が建ち並
ぶアーケード商店街

阪東橋
白妙町１丁目３番１２

保育所 事務所、事業所、マン
ション等が混在する地域

蒔田
宿町４丁目７５番１

店舗兼共同住
宅

店舗併用住宅、マンショ
ン等が混在する路線商業
地域

吉野町
高砂町２丁目２５番１９外

住宅 画地規模の大小が混在す
る高台の戸建住宅地域

保土ケ谷
狩場町３０３番５４

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

東戸塚
境木本町２８８番４５

「境木本町５６－１８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

和田町
新桜ケ丘２丁目１９８番１０

「新桜ケ丘２－１２－６」
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保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北西　      4m 水道
165,000 146    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     3.8km 　　 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北西　    5.2m 水道
225,000 155    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     400m 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北　　      4m 水道
212,000 204    1:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     700m 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 台形 南西　      4m 水道
208,000 152  1.5:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  60, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     600m 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北　　    6.5m 水道
176,000 187    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     2.6km 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南西　    6.5m 水道
169,000 219    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 　　 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 東　　    6.5m 水道
175,000 173  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     1.4km 　　 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南　　      6m 水道
190,000 300    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     750m 　　 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南西　    6.5m 水道
156,000 175    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     1.3km 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 台形 南東　     22m 水道
347,000 457  1.5:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＳＲＣ9     300m 防火 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北東　      9m 水道
222,000 194    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ3     180m 準防 高度

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南　　      8m 水道
228,000 78    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＲＣ3     150m 準防 高度

住宅 中小規模一般住宅が多い
北東傾斜の住宅地域

保土ケ谷
権太坂３丁目５９６番２１

「権太坂３－２８－８」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

保土ケ谷
月見台１３９番３

「月見台１６－１１」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

保土ケ谷
岩間町２丁目１８１番１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ南傾斜の住宅地域

保土ケ谷
初音ケ丘１４１番１１

「初音ケ丘３８－２０」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

星川
峰岡町１丁目２３番１３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

西谷
東川島町３５番５６

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

西谷
上菅田町字苅又８７６番４０

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ傾斜地の住宅地域

上星川
仏向西１７００番６２

「仏向西３８－１９」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

西谷
西谷町７０１番４７

店舗、事務所
兼住宅

中低層の小売店舗等が建
ち並ぶ商業地域

星川
星川１丁目１４７番３の一部

「星川１－２５－６」

店舗兼事務所 中層の事務所、小売店舗
が建ち並ぶ路線商業地域

保土ケ谷
岩井町５２番外

店舗兼住宅 小規模の小売店舗が建ち
並ぶ駅に近い商業地域

西谷
西谷町１１１７番６
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保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北西　      8m 水道
281,000 121    1:2.5 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ3      80m 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 北西　      6m 水道
208,000 348    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  1 Ｗ2     350m 　　 高度

磯子 横浜市磯子区 東　　    3.6m 水道
189,000 294    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     300m 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 台形 西　　    3.8m 水道
157,000 114    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2     2.2km 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 北　　    3.5m 水道
195,000 115    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     600m 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 西　　     11m 水道
212,000 322    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  60)
(県)  -  5 ＬＳ2     200m 　　 高度

磯子 横浜市磯子区 北東　    5.5m 水道
160,000 150  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ3     1.1km 　　 高度

磯子 横浜市磯子区 北東　    4.4m 水道
174,000 269    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 ＬＳ2     900m 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 西　　    6.5m 水道
172,000 203  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｗ2       1km 　　 高度

磯子 横浜市磯子区 南　　    6.5m 水道
161,000 199    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.9km 　　 高度

磯子 横浜市磯子区 南　　駅前広場 水道
365,000 612  1.5:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ6 東 駅前広場接面 防火 高度

側道
磯子 横浜市磯子区 南東　      7m 水道

196,000 88    1:2   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 Ｗ2     1.7km 準防 高度
背面道

店舗、倉庫兼
住宅

小売店舗、飲食店等が混
在する駅前商業地域

和田町
和田１丁目２２８番２

「和田１－１４－１９」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既
成住宅地域

屏風浦
森２丁目５２５番

「森２－１５－１９」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

洋光台
洋光台３丁目２０番４

「洋光台３－２０－２７」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

根岸
下町７５番３

「下町９－３」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

根岸
岡村１丁目３３１番１４

「岡村１－２６－９」

住宅 一般住宅、アパートが混
在する傾斜地の住宅地域

杉田
杉田６丁目９７９番１２１

「杉田６－６－４１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

洋光台
洋光台４丁目３番１２

「洋光台４－３－２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

洋光台
栗木２丁目２９４番２１

「栗木２－２６－１８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

屏風浦
森６丁目２４３番６１

「森６－２４－６」

店舗兼住宅 店舗、店舗付マンション
等が建ち並ぶ駅前の商業
地域

根岸
西町２８５番１３

「西町１２－１８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

洋光台
上中里町字向坂３９７番１０１

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ路線
商業地域

根岸
滝頭２丁目３６４番１２

「滝頭２－２４－８」
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磯子 横浜市磯子区 北西　     20m 水道
227,000 243  1.5:1   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｓ3 南西     1.1km 防火 高度

側道
磯子 横浜市磯子区 北西　    6.5m 水道

315,000 62    1:1.2 県道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  4 Ｗ2     120m 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 台形 東　　   22.5m 水道
181,000 203  2.5:1   市道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  5 Ｓ4       2km 準防 高度

磯子 横浜市磯子区 北東　   15.5m 水道
94,500 2,765    1:1.2 市道 ガス 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 ＲＣ5     1.6km 　　 　　

三方路
磯子 横浜市磯子区 台形 北西　      5m 水道 「調区」

122,000 171    1:1   市道
　 下水 (  50,  80)

(県)10-  1 ＬＳ2 東     2.6km 　　 　　
側道

金沢 横浜市金沢区 北西　    4.5m 水道
132,000 179  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     2.5km 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 台形 南東　      5m 水道
211,000 127    1:2.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 ＲＣ2     170m 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 北東　    4.5m 水道
172,000 153    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2       1km 準防 高度

金沢 横浜市金沢区 東　　    6.5m 水道
220,000 183    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     400m 準防 高度

金沢 横浜市金沢区 北　　    6.5m 水道
154,000 195    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     2.4km 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 東　　    5.5m 水道
203,000 118    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 Ｗ2     800m 準防 高度

金沢 横浜市金沢区 南　　    6.5m 水道
165,000 290    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  7 Ｗ2     850m 準防 高度

店舗兼事務所 中小規模の店舗、事務所
等が多い路線商業地域

磯子
磯子２丁目１６８６番２２９

「磯子２－１８－２０」

共同住宅 店舗、マンション等が混
在する路線商業地域

京急富岡
上中里町字上ノ前８５３番３

店舗 中層の店舗ビル、小売店
舗等が建ち並ぶ駅前の商
業地域

杉田
杉田１丁目１３４番１３

「杉田１－１５－２７」

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに農地も見られる住宅
地域

京急富岡
氷取沢町字中村３１５番１

倉庫 中小規模の工場、倉庫等
が建ち並ぶ臨海工業地域

根岸
新磯子町５番１外

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

京急富岡
富岡西２丁目１６６５番１外

「富岡西２－４－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

金沢八景
東朝比奈３丁目３１６番３

「東朝比奈３－２２－５」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する高台
の住宅地域

金沢文庫
谷津町４０番３５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

金沢文庫
西柴１丁目２５９番１３

「西柴１－３０－２」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

金沢文庫
釜利谷東１丁目２８７番１２４

「釜利谷東１－４３－３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の
住宅地域

金沢文庫
釜利谷南４丁目１６４４番１５

「釜利谷南４－２４－２０」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

海の公園柴口
柴町３８１番３
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金沢 横浜市金沢区 南　　    6.5m 水道
240,000 203  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     280m 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 南　　      6m 水道
201,000 263    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2 西     350m 準防 高度

側道
金沢 横浜市金沢区 南　　    5.5m 水道

193,000 242  1.5:1   市道 ガス １低専
　 下水 (  40,  80)

(県)  - 10 Ｓ2     750m 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 北西　    6.5m 水道
148,000 185    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 ＬＳ2     1.8km 　　 高度

金沢 横浜市金沢区 南西　    5.5m 水道
175,000 200    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 ＬＳ2     700m 準防 高度

金沢 横浜市金沢区 南　　    6.5m 水道
159,000 156    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13 ＬＳ2       1km 準防 高度

金沢 横浜市金沢区 南　　     11m 水道
326,000 193    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3 東      80m 準防 高度

側道
金沢 横浜市金沢区 不整形 南　　      7m 水道

272,000 125    1:1.2 市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  2 Ｓ3 近接 準防 高度
背面道

金沢 横浜市金沢区 東　　     36m 水道
94,500 1,989    1:1.5 市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1     470m 　　 高度

背面道
金沢 横浜市金沢区 台形 西　　      5m 水道 「調区」

124,000 355    1:2.5 市道
　 下水 (  50,  80)

(県)10-  1 Ｗ2 北     1.9km 　　 　　
側道

港北 横浜市港北区 台形 北　　      4m 水道
268,000 165    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     680m 準防 高度

港北 横浜市港北区 西　　      4m 水道
336,000 250    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 Ｗ3     320m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ環境の良い住宅地域

能見台
能見台通２３１番１１５

「能見台通１９－７」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

京急富岡
富岡西７丁目５５１番１３

「富岡西７－５３－５」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

金沢文庫
金沢町５４番１

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既存
の住宅地域

六浦
六浦４丁目３９０８番２

「六浦４－１５－１４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

金沢文庫
釜利谷東４丁目４６２８番４０

「釜利谷東４－２４－１９」

店舗兼共同住
宅

中小規模の店舗ビル等が
建ち並ぶ駅前の商業地域

能見台
能見台通２３１番６４外

「能見台通８－１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な新興住宅地域

六浦
六浦南３丁目１３９５番５２

「六浦南３－１０－２５」

倉庫兼事務所 中小規模の倉庫、工場等
が多い工業地域

幸浦
幸浦２丁目１４番２

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗が建ち
並ぶ駅前の商業地域

京急富岡
富岡東５丁目１７７４番５

「富岡東５－２０－８」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

日吉
箕輪町１丁目１５４番２０

「箕輪町１－２６－４」

住宅 一般住宅、農家住宅、駐
車場等が混在する市街地
に近い住宅地域

金沢文庫
釜利谷東５丁目２７２８番

「釜利谷東５－８－１７」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大倉山
大倉山３丁目３１２番１１

「大倉山３－１０－２０」
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港北 横浜市港北区 東　　      4m 水道
308,000 207    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     750m 準防 高度

港北 横浜市港北区 南東　      4m 水道
261,000 266    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     800m 準防 高度

港北 横浜市港北区 北西　      4m 水道
282,000 244    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     690m 準防 高度

港北 横浜市港北区 北　　      4m 水道
255,000 151    1:2   道路 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  6 Ｗ2     810m 準防 高度

港北 横浜市港北区 北　　    4.5m 水道
255,000 240    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2       2km 準防 高度

港北 横浜市港北区 台形 南　　    5.4m 水道
435,000 181    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2F1B     500m 準防 高度

港北 横浜市港北区 北　　      4m 水道
251,000 220    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 準防 高度

港北 横浜市港北区 南東　      8m 水道
200,000 158    1:1.5 市道 １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     800m 　　 高度

港北 横浜市港北区 東　　      7m 水道
248,000 163    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 ＬＳ3     1.6km 準防 高度

港北 横浜市港北区 南　　    5.7m 水道
316,000 227    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     820m 準防 高度

港北 横浜市港北区 北　　      7m 水道
255,000 165    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 13 Ｗ2     1.2km 準防 高度

港北 横浜市港北区 南東　      5m 水道
240,000 155    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 14 Ｗ2     850m 　　 高度

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

綱島
綱島西３丁目２１０番５１

「綱島西３－１３－２９」

住宅 中規模の一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

妙蓮寺
篠原東１丁目８４１番１４外

「篠原東１－１０－２４」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

大倉山
樽町１丁目１００番１３

「樽町１－５－２０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

日吉
下田町３丁目３９９番７１

「下田町３－２３－１５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

妙蓮寺
菊名３丁目１６５番４７

「菊名３－２－１４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

綱島
大曽根３丁目１０４番２８

「大曽根３－１９－１６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

日吉
日吉本町１丁目１７０６番３

「日吉本町１－３２－１８」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

日吉
日吉６丁目２１５１番４

「日吉６－３－１４」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

小机
小机町字打越１３７０番４３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

綱島
綱島西６丁目６３２番１

「綱島西６－１－１７」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

日吉
日吉本町２丁目２０２５番３

「日吉本町２－１６－１４」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

高田
高田西４丁目１８４番３４

「高田西４－１４－２２」
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港北 横浜市港北区 南　　      4m 水道
313,000 185    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 15 ＬＳ2     800m 　　 高度

港北 横浜市港北区 西　　      4m 水道
291,000 148  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 16 Ｗ2     700m 準防 高度

港北 横浜市港北区 東　　      4m 水道
255,000 187    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 17 Ｗ2     1.5km 準防 高度

港北 横浜市港北区 北東　    4.5m 水道
281,000 268    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 18 Ｗ2     350m 　　 高度

港北 横浜市港北区 南西　駅前広場 水道
1,450,000 595    1:2   道路 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  1 ＳＲＣ9 駅前広場接面 防火 高度

港北 横浜市港北区 北東　      7m 水道
560,000 81    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ2 近接 準防 高度

港北 横浜市港北区 台形 西　　     12m 水道
321,000 115  1.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｗ2     700m 防火 高度

港北 横浜市港北区 不整形 南　　     10m 水道
505,000 185    1:1.2 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ3 東      80m 準防 高度

側道
港北 横浜市港北区 台形 南西　   16.5m 水道

309,000 90  1.2:1   県道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  5 ＲＣ5      70m 準防 高度

港北 横浜市港北区 台形 北西　      7m 水道
707,000 118    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 Ｓ5      60m 準防 高度

港北 横浜市港北区 台形 西　　      9m 水道
317,000 125    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  7 Ｓ4     300m 準防 高度

港北 横浜市港北区 台形 北東　     22m 水道
300,000 341  1.2:1   県道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  8 Ｓ1     550m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な高台の住宅地域

白楽
篠原台町２３０番４８

「篠原台町２４－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

綱島
新吉田東５丁目１５１８番１４７

「新吉田東５－２０－５」

住宅 中規模一般住宅が多い傾
斜地の住宅地域

菊名
篠原北１丁目２５０２番３４

「篠原北１－２１－１１」

店舗兼事務所 中高層の店舗事務所ビル
が建ち並ぶ駅前の商業地
域

新横浜
新横浜３丁目６番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

岸根公園
岸根町字山王山４０８番６１

店舗兼住宅 小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ路線商業地域

綱島
樽町２丁目４２２番３

「樽町２－１－７」

店舗 店舗、銀行等が建ち並ぶ
駅前の商業地域

綱島
綱島東１丁目８００番４

「綱島東１－２－２」

店舗兼事務所 店舗兼事務所ビル、小売
店舗等が建ち並ぶ駅前の
路線商業地域

小机
小机町字池土腐２５４３番８

店舗 中小規模の店舗、事務所
が建ち並ぶ駅前の商業地
域

大倉山
大倉山２丁目３９４番３

「大倉山２－２－８」

店舗兼住宅 小売店舗の他、マンショ
ン等も所在する商業地域

日吉本町
日吉本町３丁目１４１６番２

「日吉本町３－２８－２７」

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

綱島
綱島西１丁目７１３番１３

「綱島西１－１－３」

店舗 小売店舗、アパート、駐
車場等が混在する路線商
業地域

高田
高田東１丁目１１６８番１外

「高田東１－４１－１９」
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港北 横浜市港北区 西　　      8m 水道
215,000 1,368    1:2   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.3km 準防 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　    4.5m 水道
243,000 176    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     900m 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 西　　    4.5m 水道
144,000 226    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     3.1km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　      6m 水道
188,000 158  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     1.6km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　      5m 水道
194,000 205  1.2:1   道路 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     1.3km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　    4.5m 水道
157,000 199    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     2.2km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　    4.5m 水道
142,000 240    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     2.7km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南西　    6.5m 水道
178,000 225    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     1.6km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南東　      5m 水道
175,000 203    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     1.6km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 北東　    6.5m 水道
171,000 140    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 ＬＳ2       2km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 東　　    4.5m 水道
155,000 259    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2       2km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 北　　    6.5m 水道
133,000 167    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 ＬＳ2     3.1km 準防 高度

倉庫兼事務所 中小規模の工場のほかに
倉庫、住宅等も見られる
工業地域

綱島
樽町４丁目１０７３番外

「樽町４－１３－６」

住宅 中規模一般住宅が多い傾
斜地の住宅地域

戸塚
下倉田町字雪下１７５６番１３６

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東戸塚
平戸４丁目１７４０番８０

「平戸４－２１－５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東戸塚
川上町字長作４９７番３６

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する高台の住宅地域

東戸塚
平戸３丁目１９８３番４１

「平戸３－２６－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

戸塚
戸塚町字十ノ区１８７３番２４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東戸塚
名瀬町字かふき１７４番２５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の住宅地域

下永谷
南舞岡２丁目２１５１番１６９

「南舞岡２－１３－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

東戸塚
上柏尾町字ソトゴウ５２７番７１

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

戸塚
舞岡町字西根３６９３番１１

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ高台の住宅地域

東戸塚
秋葉町字宮ノ谷２５３番３１

住宅 一般住宅のほかアパート
等が混在する住宅地域

戸塚
戸塚町字八ノ区１０５５番７外
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戸塚 横浜市戸塚区 北東　    3.5m 水道
117,000 179    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 Ｗ2     3.5km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南東　    4.5m 水道
201,000 142    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13     1.5km 準防 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　      6m 水道
144,000 226    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 14 Ｗ2     3.7km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 西　　    4.5m 水道
201,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 15 Ｗ2     1.6km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 不整形 北東　     18m 水道
588,000 661    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ6     220m 防火 高度

背面道
戸塚 横浜市戸塚区 台形 西　　     15m 水道

313,000 297    1:1.5 国道 ガス 近商
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ2     440m 準防 高度

戸塚 横浜市戸塚区 東　　     16m 水道
578,000 643    1:1.2 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  3 ＳＲＣ3     350m 防火 高度

戸塚 横浜市戸塚区 不整形 北東　     20m 水道
227,000 247    1:2   県道 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 ＲＣ3     4.2km 準防 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南西　    6.5m 水道
120,000 2,052    1:2.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1     4.2km 準防 高度

背面道
戸塚 横浜市戸塚区 台形 南西　      8m 水道

113,000 1,030    1:1   市道 工業
　 下水 (  60, 200)

(県) 9-  1 Ｓ2       2km 　　 高度

戸塚 横浜市戸塚区 南　　      6m 水道 「調区」
121,000 390    1:1.5 市道 ガス

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     850m 　　 　　

港南 横浜市港南区 南　　    2.5m 水道
214,000 215    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2 東     370m 準防 高度

側道

住宅 中小規模一般住宅が多い
既成住宅地域

藤沢
東俣野町字仲原９６８番２外

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

戸塚
原宿３丁目３６７番１０５

「原宿３－３７－４」

建築中 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

戸塚
矢部町字神明谷１６６８番２１

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等
が多い駅に近い商業地域

戸塚
上倉田町字上耕地４９３番１外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

戸塚
上倉田町字原１８０５番７

銀行 中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ国道沿線商業地域

戸塚
戸塚町字二丁目４１００番２外

事務所 中高層の店舗兼共同住宅
等が多い路線商業地域

戸塚
矢部町字矢部町２１番８外

工場 工場、倉庫、一般住宅等
が混在する工業地域

藤沢
東俣野町字戸ノ久保１７８１番１外

店舗兼事務所 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの路線商業地域

戸塚
原宿４丁目２０６番８外

「原宿４－１５－７」

住宅 農地の中に農家住宅等が
見られる住宅地域

舞岡
舞岡町字古屋敷３３４０番１外

事務所兼倉庫 中小規模の工場、倉庫等
が建ち並ぶ工業地域

戸塚
上矢部町字中谷２０７９番８

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

上大岡
上大岡東１丁目９８２番６外

「上大岡東１－１４－１２」
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港南 横浜市港南区 北西　    6.5m 水道
184,000 163    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     700m 　　 高度

港南 横浜市港南区 東　　      4m 水道
169,000 125    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  3 Ｗ2     800m 準防 高度

港南 横浜市港南区 北　　    4.5m 水道
199,000 245  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     700m 　　 高度

港南 横浜市港南区 北　　    6.5m 水道
150,000 206  1.2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     2.4km 　　 高度

港南 横浜市港南区 南西　    4.5m 水道
253,000 150    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 ＬＳ2     200m 　　 高度

港南 横浜市港南区 北東　    4.5m 水道
167,000 239    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 ＬＳ2     2.1km 　　 高度

港南 横浜市港南区 北西　    4.5m 水道
160,000 184    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     1.4km 　　 高度

港南 横浜市港南区 南西　      8m 水道
250,000 215    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     600m 　　 高度

港南 横浜市港南区 北　　    6.5m 水道
167,000 199  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     2.1km 　　 高度

港南 横浜市港南区 南東　      6m 水道
175,000 334    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  - 11 Ｗ2     1.5km 　　 高度

港南 横浜市港南区 東　　    5.3m 水道
169,000 129    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 Ｗ2     600m 　　 高度

港南 横浜市港南区 北　　    4.5m 水道
168,000 162    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     1.4km 　　 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

上永谷
上永谷５丁目３２９１番１０外

「上永谷５－９－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

港南台
日野南２丁目５４０８番１１

「日野南２－２４－１４」

住宅 中小規模一般住宅が多い
傾斜地の分譲住宅地域

港南中央
港南５丁目２２７５番７

「港南５－１０－９」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

港南台
港南台４丁目１４番３

「港南台４－１４－５」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既成
住宅地域

上大岡
芹が谷１丁目１２７０番７４

「芹が谷１－１６－２３」

住宅 中規模一般住宅の中にア
パートが見られる高台の
分譲住宅地域

上永谷
芹が谷５丁目１５５０番６０

「芹が谷５－８－２３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ傾斜地の分譲住宅地域

港南台
日野南７丁目６２０３番８０

「日野南７－１７－６」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

港南中央
日野７丁目１０２７番７７外

「日野７－２５－２６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ整然とした住宅地域

上永谷
丸山台２丁目１６番１２

「丸山台２－１６－１８」

住宅 中小規模一般住宅のほか
にアパート等も見られる
住宅地域

下永谷
下永谷３丁目２５５２番４８

「下永谷３－５１－５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした分譲住宅地
域

洋光台
港南台７丁目３７番１２

「港南台７－３７－２１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の分譲住宅地域

港南台
日野９丁目６０７１番２９

「日野９－３４－１７」
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港南 横浜市港南区 不整形 南東　     22m 水道
318,000 191    1:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ3F1B     300m 防火 高度

背面道
港南 横浜市港南区 東　　     20m 水道

474,000 611  1.2:1   市道 ガス 近商
＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ6 南 近接 防火 高度

側道
港南 横浜市港南区 不整形 南西　      9m 水道

171,000 458    1:2.5 県道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2     1.3km 準防 高度

港南 横浜市港南区 不整形 西　　      6m 水道 「調区」
112,000 456  1.5:1   市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     1.7km 　　 　　

旭 横浜市旭区 東　　    9.2m 水道
193,000 201  1.1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     550m 準防 高度

旭 横浜市旭区 南西　    5.5m 水道
172,000 144    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     2.2km 　　 高度

旭 横浜市旭区 南西　    4.5m 水道
181,000 180    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 ＬＳ2     2.1km 　　 高度

旭 横浜市旭区 南　　      4m 水道
180,000 208    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 準防 高度

旭 横浜市旭区 東　　    4.5m 水道
207,000 247  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     600m 　　 高度

旭 横浜市旭区 台形 北西　      4m 水道
148,000 142    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     3.4km 準防 高度

旭 横浜市旭区 西　　    6.5m 水道
188,000 172  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2       1km 　　 高度

旭 横浜市旭区 北東　    6.5m 水道
176,000 186    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  8 Ｗ2     1.1km 準防 高度

店舗兼住宅 中層の店舗ビル、店舗併
用住宅等が多い商業地域

港南中央
港南中央通１００４番６

「港南中央通１－１２」

事務所 工場、営業所、店舗、マ
ンション等が混在する県
道沿いの工業地域

下永谷
下永谷２丁目２８７５番６外

「下永谷２－２６－１０」

店舗兼共同住
宅

中低層の小売店舗が多い
駅前の商業地域

港南台
港南台４丁目１番３外

「港南台４－１－３」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

希望ケ丘
東希望が丘１３０番８

住宅 農地、山林の中に農家住
宅等が見られる住宅地域

港南台
野庭町字前田町１８４５番

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

二俣川
今宿１丁目２４１４番５８

「今宿１－４３－１０」

住宅 中小規模一般住宅が多い
傾斜地の住宅地域

鶴ケ峰
白根８丁目７５０番１５８

「白根８－１９－２３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

希望ケ丘
中希望が丘７８番２

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

鶴ケ峰
鶴ケ峰本町３丁目１０２１番１５

「鶴ケ峰本町３－３－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ傾斜地の住宅地域

三ツ境
笹野台４丁目１番４９

「笹野台４－２２－３」

住宅 小規模一般住宅のほか農
地等が見られる住宅地域

鶴ケ峰
下川井町２１７９番１２

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の分譲住宅地域

鶴ケ峰
白根４丁目４２４番３０

「白根４－１５－５」
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旭 横浜市旭区 北　　    4.5m 水道
177,000 153    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2       2km 　　 高度

旭 横浜市旭区 南東　    5.5m 水道
200,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2     350m 準防 高度

旭 横浜市旭区 南　　    4.5m 水道
195,000 224    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 ＬＳ2     800m 　　 高度

旭 横浜市旭区 南　　    6.5m 水道
209,000 187    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     900m 準防 高度

旭 横浜市旭区 台形 西　　      6m 水道
217,000 229    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     700m 　　 高度

旭 横浜市旭区 南西　     15m 水道
565,000 148    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ3     150m 防火 高度

旭 横浜市旭区 南東　    6.5m 水道
248,000 86    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｗ2     150m 準防 高度

旭 横浜市旭区 東　　     18m 水道
216,000 116    2:1   県道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  3 Ｗ2 北     500m 準防 高度

側道
旭 横浜市旭区 台形 南東　     22m 水道

191,000 706    1:1   県道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2     1.8km 準防 高度

旭 横浜市旭区 東　　    4.5m 水道 「調区」
150,000 146    1:1   市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     750m 　　 　　

緑 横浜市緑区 南東　    6.5m 水道
230,000 220    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     350m 準防 高度

緑 横浜市緑区 南東　    6.5m 水道
247,000 171    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 ＬＳ2     600m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

鶴ケ峰
中白根１丁目１３１２番９９

「中白根１－１５－２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な南西緩傾斜の分
譲住宅地域

西谷
川島町字猪子山３０１６番３８

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ利便性の良い住宅地域

三ツ境
笹野台１丁目８３番１９

「笹野台１－２６－２１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

二俣川
二俣川２丁目３２番６４

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

希望ケ丘
中希望が丘２１７番２５

店舗兼事務所 小売店舗が建ち並ぶ駅に
近い商業地域

希望ケ丘
中希望が丘９９番７

店舗 銀行、小売店舗等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

二俣川
二俣川２丁目５２番１６の一部

事務所兼工場 中小規模の工場、営業所
等が建ち並ぶ県道沿いの
工業地域

中山
上白根町字長坂７２３番１外

事務所兼住宅 事務所、住宅等が混在す
る路線商業地域

三ツ境
東希望が丘２３６番１２

住宅 一般住宅、アパート、マ
ンションが混在する住宅
地域

十日市場
十日市場町８７５番１３

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

鶴ケ峰
西川島町１９番２１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

長津田
長津田１丁目１８０番１１

「長津田１－９－１９」
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緑 横浜市緑区 南東　      6m 水道
203,000 207    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     1.6km 　　 高度

緑 横浜市緑区 南　　    6.5m 水道
196,000 188    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.1km 　　 高度

緑 横浜市緑区 北　　    4.5m 水道
145,000 179    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 ＬＳ2     1.9km 　　 高度

緑 横浜市緑区 南　　    6.5m 水道
212,000 153    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     900m 準防 高度

緑 横浜市緑区 北西　    4.5m 水道
178,000 216    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 ＬＳ2     1.8km 　　 高度

緑 横浜市緑区 東　　      3m 水道
180,000 223    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     750m 準防 高度

緑 横浜市緑区 東　　    4.5m 水道
184,000 174  1.2:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     900m 準防 高度

緑 横浜市緑区 西　　    6.5m 水道
181,000 198    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     700m 　　 高度

緑 横浜市緑区 北東　     11m 水道
394,000 611    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ5F1B     200m 準防 高度

背面道
緑 横浜市緑区 東　　    6.5m 水道

330,000 512  1.2:1   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  2 ＲＣ2     180m 準防 高度
三方路

瀬谷 横浜市瀬谷区 西　　    6.5m 水道
169,000 167    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2       2km 　　 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 西　　      4m 水道
172,000 161  1.5:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 ＲＣ2       1km 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

十日市場
霧が丘３丁目４番４

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

中山
三保町字大上２６６２番１２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

鴨居
東本郷２丁目５４０番４

「東本郷２－２１－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

鴨居
白山４丁目１４００番１０

「白山４－７－１５」

住宅 一般住宅の中にマンショ
ン等が見られる住宅地域

長津田
いぶき野４０番８

住宅 中小規模住宅が建ち並ぶ
既成住宅地域

中山
青砥町字御嶽堂１７２番３７

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

中山
台村町字中村５３１番２

銀行兼事務所 小売店舗、金融機関等が
建ち並ぶ商業地域

鴨居
鴨居３丁目４８１番４外

「鴨居３－１－４」

住宅 一般住宅、アパート、マ
ンションが混在する住宅
地域

中山
寺山町字中原１８３番７

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の区画整然とした
住宅地域

三ツ境
阿久和東２丁目２０番１７

店舗 小売店舗、銀行、マン
ション等が建ち並ぶ駅に
近い商業地域

十日市場
十日市場町８０３番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

瀬谷
橋戸２丁目２２番６
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瀬谷 横浜市瀬谷区 北　　    5.5m 水道
149,000 284    1:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 ＬＳ2     2.7km 　　 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 北東　      4m 水道
176,000 116    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     750m 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 東　　    6.5m 水道
178,000 212    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 Ｗ1     800m 　　 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 北東　    6.5m 水道
171,000 215  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.9km 　　 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 南東　      4m 水道
200,000 175    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     700m 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 東　　    6.7m 水道
178,000 199    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     850m 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 北東　      5m 水道
242,000 114    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     200m 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 南東　      7m 水道
330,000 92    1:2   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ4     120m 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 南東　     22m 水道
213,000 304    1:1.5 県道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  3 ＬＳ2     1.1km 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 北　　     22m 水道
203,000 109    1:2   県道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  4 Ｗ2     1.4km 準防 高度

背面道
瀬谷 横浜市瀬谷区 台形 北　　     12m 水道

160,000 526    1:1.2 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ3     3.7km 準防 高度

瀬谷 横浜市瀬谷区 北　　      4m 水道 「調区」
129,000 102    1:1.5 市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     1.9km 　　 　　

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

瀬谷
上瀬谷町６番９

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

瀬谷
瀬谷６丁目４番５

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

瀬谷
中央３０番１３

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

三ツ境
三ツ境１４４番４

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

三ツ境
宮沢１丁目４３番２

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

瀬谷
瀬谷４丁目９番１５

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

瀬谷
瀬谷２丁目３６番３

事務所兼住宅 小売店舗、営業所等が建
ち並ぶ路線商業地域

瀬谷
南台１丁目３９番２

店舗、事務所
兼共同住宅

中小規模の小売店舗が建
ち並ぶ駅前の商業地域

三ツ境
三ツ境１５番１０

倉庫兼事務所 運輸関係営業所、倉庫等
が混在する工業地域

瀬谷
北町４３番１３外

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ路線商業地域

瀬谷
橋戸３丁目６２番９

住宅 一般住宅を中心に一部農
家住宅が見られる住宅地
域

瀬谷
中屋敷２丁目２５番１４
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栄 横浜市栄区 北　　    5.5m 水道
183,000 165    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 準防 高度

栄 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
146,000 194    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     3.8km 　　 高度

栄 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
207,000 222    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 Ｗ2       1km 　　 高度

栄 横浜市栄区 南　　    4.5m 水道
192,000 202    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     1.3km 　　 高度

栄 横浜市栄区 東　　    6.5m 水道
192,000 275    1:1.2 市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  5 Ｗ2     1.1km 準防 高度

栄 横浜市栄区 台形 北東　      5m 水道
180,000 152    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ3     800m 　　 高度

栄 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
132,000 172    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     2.9km 　　 高度

栄 横浜市栄区 北東　    4.5m 水道
187,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 ＬＳ2       1km 　　 高度

栄 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
139,000 182    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     2.7km 　　 高度

栄 横浜市栄区 東　　    4.5m 水道
173,000 226    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     1.9km 　　 高度

栄 横浜市栄区 北東　    4.5m 水道
162,000 165    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     1.3km 準防 高度

栄 横浜市栄区 北西　     27m 水道
271,000 125    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ3     800m 準防 高度

背面道

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

本郷台
小菅ケ谷２丁目１７５０番１０１

「小菅ケ谷２－２５－１７」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

本郷台
小菅ケ谷３丁目２５５５番２６

「小菅ケ谷３－４３－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

港南台
桂台南１丁目２２２８番２３

「桂台南１－１１－１９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の既成住宅地域

大船
笠間５丁目２６６番９

「笠間５－９－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

本郷台
本郷台４丁目２７０３番２８

「本郷台４－１２－６」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

港南台
尾月１８０３番６６

「尾月１４－１７」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

大船
長尾台町字久保ノ前１０５番３外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

本郷台
飯島町字長谷久保５７７番３５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

港南台
若竹町４８２番１３

「若竹町２０－１４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

本郷台
公田町字平台４５０番１３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ傾斜地の住宅地域

本郷台
小山台１丁目２８０４番２８８

「小山台１－１０－２１」

店舗兼事務所 中小規模の店舗等が建ち
並ぶ県道沿いの商業地域

本郷台
公田町字中耕地４９７番７
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栄 横浜市栄区 不整形 南　　     15m 水道
213,000 2,684    1:2   県道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     1.5km 準防 高度

背面道
泉 横浜市泉区 南　　    6.5m 水道

249,000 180    1:1   市道 ガス １低専
＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     350m 　　 高度

泉 横浜市泉区 北　　    4.5m 水道
201,000 133    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     500m 　　 高度

泉 横浜市泉区 東　　      5m 水道
159,000 159    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 高度

泉 横浜市泉区 南東　    6.5m 水道
149,000 208  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     1.6km 　　 高度

泉 横浜市泉区 北　　    6.5m 水道
208,000 151    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     430m 準防 高度

泉 横浜市泉区 北東　    5.5m 水道
180,000 173    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     2.2km 　　 高度

泉 横浜市泉区 北東　    4.4m 水道
152,000 132    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     1.2km 　　 高度

泉 横浜市泉区 南東　    6.5m 水道
216,000 150    1:1.2 市道 １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 ＬＳ2     300m 準防 高度

泉 横浜市泉区 北　　     12m 水道
294,000 587  1.5:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ6      60m 準防 高度

泉 横浜市泉区 東　　     16m 水道
283,000 464    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ3     170m 防火 高度

背面道
泉 横浜市泉区 南　　     22m 水道

238,000 372  1.5:1   県道 ガス 準住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  3 Ｓ3     400m 準防 高度

店舗兼工場 低層店舗、マンション等
が混在する路線商業地域

大船
笠間５丁目７２番１外

「笠間５－３４－５」

住宅 一般住宅、アパート、農
地等が混在する住宅地域

いずみ中央
和泉町字新宿３６８３番１０

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

緑園都市
緑園３丁目２２番１６外

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ郊外の住宅地域

いずみ中央
上飯田町字新巾山１９３７番１９

住宅 中規模一般住宅が多い傾
斜地の住宅地域

緑園都市
岡津町字宮ノ谷２５４０番６０

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

弥生台
領家１丁目１２番６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ駅に近い住宅地域

いずみ野
和泉町５６２５番１６

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

中田
中田東３丁目１８５８番２９

「中田東３－９－１６」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

立場
和泉町字古橋２１１７番１２

店舗兼事務所 中小店舗ビル、銀行等が
建ち並ぶ駅前商業地域

弥生台
弥生台１３番４外

店舗兼事務所
兼共同住宅

中高層の店舗等が建ち並
ぶ駅前の商業地域

緑園都市
緑園２丁目１番６

店舗兼事務所 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの路線商業地域

立場
和泉町字打越３８５７番９外
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泉 横浜市泉区 西　　    3.7m 水道 「調区」
105,000 315    1:1   市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 ＬＳ2     1.8km 　　 　　

青葉 横浜市青葉区 北東　    6.5m 水道
261,000 278    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     1.9km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南　　    6.5m 水道
283,000 442    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  60)
(県)  -  2 ＲＣ2     1.4km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 台形 北　　      7m 水道
284,000 299    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     600m 準防 高度

青葉 横浜市青葉区 南西　      8m 水道
288,000 260    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2     1.4km 準防 高度

青葉 横浜市青葉区 南西　    6.5m 水道
324,000 226    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 ＬＳ2     450m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 東　　    6.5m 水道
285,000 233    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     340m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 西　　    6.5m 水道
216,000 179    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2       2km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北東　    6.5m 水道
368,000 166    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     900m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南　　    6.5m 水道
301,000 280    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     620m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
338,000 205    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 ＬＳ2     800m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
220,000 205    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     1.5km 　　 高度

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地等が混在する住宅地域

いずみ野
上飯田町字六ツ塚３８０８番２外

住宅 大規模一般住宅が多い高
台の閑静な住宅地域

たまプラーザ
美しが丘２丁目５４番４

住宅 中規模一般住宅のほかに
テラスハウス等も混在す
る住宅地域

たまプラーザ
美しが丘３丁目６１番７

住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

あざみ野
あざみ野４丁目４番４

住宅 一般住宅、店舗、アパー
ト等が混在する住宅地域

あざみ野
新石川１丁目２５番１０外

住宅 一般住宅、寮等が混在す
る駅に近い住宅地域

市が尾
市ケ尾町１０５３番１

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

あざみ野
あざみ野１丁目１４番９

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

たまプラーザ
美しが丘５丁目２３番１７

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

青葉台
桂台２丁目２４番３

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の閑静な住宅地域

あざみ野
あざみ野２丁目２３番２４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

青葉台
青葉台１丁目２１番２２

住宅 一般住宅のほかにアパー
トが見られる住宅地域

藤が丘
柿の木台４５番１２
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青葉 横浜市青葉区 台形 北西　      4m 水道
232,000 132    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 Ｗ2       1km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北東　    6.5m 水道
253,000 168    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     1.2km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南　　      5m 水道
242,000 198    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 14 Ｗ2     800m 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
254,000 190    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 15 Ｗ2       1km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南　　    6.5m 水道
261,000 165    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 16 Ｗ2     1.3km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南西　    6.5m 水道
222,000 216    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 17 Ｗ2     1.7km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
256,000 185    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 18 ＬＳ2     1.1km 　　 高度

青葉 横浜市青葉区 南西　     18m 水道
905,000 585  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3F1B     230m 防火 高度

背面道
青葉 横浜市青葉区 西　　     16m 水道

820,000 942    1:1.2 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ5F1B 北 近接 防火 高度
側道

青葉 横浜市青葉区 南東　     22m 水道
492,000 841    1:1.5 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ3F1B 南西     100m 防火 高度

側道
青葉 横浜市青葉区 東　　     18m 水道

321,000 326    1:2.5 市道 ガス 準住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  4 Ｓ3     580m 準防 高度

青葉 横浜市青葉区 西　　      4m 水道 「調区」
131,000 264  1.2:1   市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

住宅 中小規模一般住宅の中に
アパート等が見られる住
宅地域

藤が丘
藤が丘１丁目７番５

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

藤が丘
千草台２９番８５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

青葉台
さつきが丘１番２５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

青葉台
桜台２１番１２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

青葉台
しらとり台１７番５４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

市が尾
荏田西３丁目１３番７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

青葉台
桂台１丁目１９番１３

店舗兼事務所 中層の店舗、百貨店、銀
行等が建ち並ぶ駅前の商
業地域

青葉台
青葉台１丁目６番１３外

銀行 中層の店舗ビル等が多い
駅前の商業地域

たまプラーザ
美しが丘２丁目１５番３

店舗兼共同住
宅

店舗兼マンション、事業
所のほか、空地も見られ
る路線商業地域

あざみ野
あざみ野南２丁目１１番２７

銀行兼店舗 中高層の店舗兼住宅、銀
行等が多い駅前商業地域

市が尾
市ケ尾町１１５４番１外

住宅 一般住宅のほかに山林、
果樹畑等も混在する起伏
の多い住宅地域

市が尾
鉄町字三ツ郷１５０４番３７
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都筑 横浜市都筑区 北　　    6.5m 水道
235,000 212    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     1.3km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 南　　    5.4m 水道
177,000 198    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 準防 高度

都筑 横浜市都筑区 北　　    4.5m 水道
200,000 130    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ3     1.4km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 北　　      6m 水道
237,000 205    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 南東　      6m 水道
240,000 209    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 Ｗ2       1km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 北　　      6m 水道
255,000 188    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2       1km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 北　　      6m 水道
218,000 237    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     840m 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 北西　      6m 水道
261,000 242    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     850m 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 東　　      6m 水道
202,000 209    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.2km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 南　　      6m 水道
220,000 176  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     1.4km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 東　　      6m 水道
213,000 236    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 ＬＳ2     1.4km 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 北　　      6m 水道
236,000 187    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 12 Ｗ2     500m 　　 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ南傾斜の区画整然とし
た住宅地域

中川
すみれが丘１７番３２

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

川和町
川和町字河輪森２１９８番３３

住宅 一般住宅、アパート、中
小工場等が混在する既成
住宅地域

鴨居
佐江戸町字宮田８２０番２

住宅 一般住宅、連棟式住宅等
が混在する北傾斜の区画
整然とした住宅地域

センター南
茅ケ崎東２丁目１０番４

「茅ケ崎東２－１０－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

センター北
牛久保１丁目１８番３

「牛久保１－１８－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

東山田
東山田３丁目１１番１１

「東山田３－１１－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い南
傾斜の住宅地域

センター北
中川７丁目１０番１９

「中川７－１０－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

川和町
加賀原１丁目１４番７

「加賀原１－１４－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

センター南
荏田東１丁目５番１３

「荏田東１－５－２０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東山田
早渕１丁目３７番１１

「早渕１－３７－２０」

住宅 一般住宅が建ち並ぶやや
北傾斜の区画整然とした
住宅地域

都筑ふれあいの丘
平台７番１０

「平台７－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

北山田
南山田２丁目２８番４０

「南山田２－２８－１７」
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都筑 横浜市都筑区 台形 北西　     22m 水道
279,000 872    2:1   市道 ガス 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ6     800m 準防 高度

背面道
都筑 横浜市都筑区 南東　   18.5m 水道

560,000 228    1:1.5 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  2 Ｓ8     250m 防火 高度

都筑 横浜市都筑区 東　　    6.3m 水道
153,000 595    1:2   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.9km 準防 高度

都筑 横浜市都筑区 南東　      7m 水道
142,000 991    1:3   市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     750m 　　 高度

都筑 横浜市都筑区 台形 南西　      6m 水道 「調区」
156,000 148    1:2   市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  1 Ｗ2       1km 　　 　　

都筑 横浜市都筑区 東　　    4.5m 水道 「調区」
134,000 196    1:1.5 市道

　 下水 (  50,  80)
(県)10-  2 Ｗ1     2.2km 　　 　　

川崎 川崎市川崎区 西　　      8m 水道
264,000 129    1:1.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 ＬＳ2     2.4km 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 台形 南西　      6m 水道
267,000 156    1:1.2 市道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     2.7km 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 東　　      6m 水道
281,000 176  1.2:1   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ3     1.8km 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 北　　      6m 水道
269,000 159    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     500m 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 南東　      4m 水道
268,000 99    1:1   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ3       2km 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 西　　    4.5m 水道
248,000 152  1.2:1   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     2.4km 準防 高度

店舗兼共同住
宅

中層の店舗付マンショ
ン、事務所等が混在する
路線商業地域

都筑ふれあいの丘
茅ケ崎南５丁目２０番２外

「茅ケ崎南５－２０－２２」

倉庫兼事務所 中小規模の工場、倉庫が
多い中に住宅も見られる
工業地域

鴨居
池辺町字以津院下３３７２番

店舗、事務
所、共同住宅

中高層店舗兼事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地域

センター北
中川中央１丁目７番２外

「中川中央１－７－２」

住宅 一般住宅、アパート、作
業所、畑が混在する住宅
地域

東山田
大棚町字矢東１４４番１

工場 中小規模の工場が建ち並
ぶ工業地域

川和町
川和町字城山下６４８番

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

川崎
鋼管通２丁目１番２６

「鋼管通２－１－１０」

住宅 一般住宅、アパ－ト等が
混在する住宅地域

鴨居
池辺町字数澤３０４７番３

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

川崎
大島１丁目１０番４

「大島１－１０－９」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

川崎
大島３丁目３７番１０

「大島３－３７－１５」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既存
の住宅地域

川崎
大島上町２３番６

「大島上町２３－６」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

東門前
大師町１４番４

「大師町１４－４」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

川崎
小田３丁目９８番１７

「小田３－６－１２」
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川崎 川崎市川崎区 南東　     11m 水道
1,780,000 124    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  1 ＲＣ6F1B 南西     300m 防火 　　

側道
川崎 川崎市川崎区 北　　     36m 水道

511,000 261    1:1.5 国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  2 ＳＲＣ7     800m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 北東　     40m 水道
1,660,000 639    1:1.5 県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 800)
(県) 5-  3 ＳＲＣ14F1B     500m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 西　　      8m 水道
330,000 183    1:3   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ3     200m 準防 　　

川崎 川崎市川崎区 台形 南東　     50m 水道
555,000 240    1:2   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  5 ＳＲＣ9     750m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 北西　     11m 水道
490,000 87    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  6 ＲＣ5F1B     600m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 南西　     36m 水道
408,000 189    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＲＣ6     900m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 南西　     32m 水道
414,000 195    1:1.5 県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  8 ＳＲＣ7     900m 防火 　　

川崎 川崎市川崎区 東　　     20m 水道
300,000 86    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  9 Ｓ3     2.5km 準防 　　

川崎 川崎市川崎区 南西　      8m 水道
347,000 209    1:3   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5- 10 Ｓ3     1.1km 準防 　　

川崎 川崎市川崎区 南　　      6m 水道
200,000 604    1:2.5 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     4.2km 準防 高度

川崎 川崎市川崎区 南西　     25m 水道
119,000 9,706    1:3   国道 ガス 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1     8.7km 　　 　　

店舗兼住宅 百貨店、各種専門店が建
ち並ぶ中心的な商業地域

川崎
駅前本町３番６外

ホテル 高層のホテル、店舗兼事
務所ビル等が建ち並ぶ商
業地域

川崎
砂子２丁目１１番１４外

店舗兼事務所 小売店舗、事務所ビル等
が建ち並ぶ商業地域

川崎
宮前町８番８

「宮前町８－１１」

事務所 中低層の事務所、店舗等
が建ち並ぶ商業地域

川崎
東田町９番６外

店舗兼住宅 中低層の小売店舗、事務
所等が建ち並ぶ商業地域

川崎大師
大師駅前１丁目８番４外

「大師駅前１－８－５」

店舗兼住宅 営業所、マンションが建
ち並ぶ商業地域

川崎
南町９番１０

店舗兼住宅 事務所、店舗、マンショ
ンが建ち並ぶ商業地域

川崎
砂子１丁目５番６

店舗兼住宅 中低層の店舗併用住宅が
建ち並ぶ路線商業地域

川崎
鋼管通１丁目１７番３３

「鋼管通１－１７－６」

店舗兼共同住
宅

事務所ビル、マンション
等が混在する商業地域

川崎
新川通４番２２

「新川通４－１５」

工場兼事務所 中小規模の倉庫、工場と
住宅等が混在する工業地
域

川崎
塩浜２丁目１７番８外

「塩浜２－１７－１９」

店舗兼共同住
宅

中低層の小売店舗が建ち
並ぶ既成商業地域

川崎
貝塚２丁目５番１３外

「貝塚２－５－１２」

倉庫 大規模工場、倉庫等が建
ち並ぶ臨海工業地域

川崎
浮島町３６０番６外

「浮島町９－３」
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川崎 川崎市川崎区 台形 北　　     20m 水道
100,000 3,060    1:2   市道 ガス 工専

　 (  60, 200)
(県) 9-  2     4.6km 　　 　　

幸 川崎市幸区 西　　      4m 水道
276,000 119  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 ＬＳ2     850m 準防 高度

幸 川崎市幸区 南西　    6.5m 水道
306,000 114    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南東     400m 準防 高度

側道
幸 川崎市幸区 北東　    5.8m 水道

307,000 80    1:2   市道 ガス １住居
＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｓ3     850m 準防 高度

幸 川崎市幸区 東　　      5m 水道
248,000 163  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.3km 準防 高度

幸 川崎市幸区 西　　      5m 水道
320,000 137    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ3     500m 準防 高度

幸 川崎市幸区 南西　      4m 水道
272,000 138    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     700m 準防 高度

幸 川崎市幸区 南　　    7.3m 水道
283,000 157    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     1.6km 準防 高度

幸 川崎市幸区 南西　     12m 水道
302,000 100    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｓ3     1.1km 準防 　　

幸 川崎市幸区 南　　     12m 水道
391,000 191    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＲＣ4     300m 防火 　　

幸 川崎市幸区 台形 北東　     23m 水道
272,000 210    1:1.2 県道 準住居

　 下水 (  60, 300)
(県) 5-  4 Ｓ3       2km 防火 高度

中原 川崎市中原区 南　　      4m 水道
291,000 119    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 ＬＳ2     500m 準防 高度

工場 大中規模工場、倉庫等が
多い臨海工業地域

川崎
夜光３丁目３番８外

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

新川崎
鹿島田字田尻９６８番１

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画良好な住宅地域

矢向
戸手本町２丁目４０３番２３

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既成
住宅地域

新川崎
矢上９９２番１３

「矢上８－４」

住宅 住宅、アパート、マン
ションが混在する住宅地
域

鹿島田
古川町４２番２

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

新川崎
北加瀬１丁目９９３番４

「北加瀬１－２９－１８」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

尻手
南幸町３丁目２９番２

店舗兼住宅 中小規模の店舗併用住宅
が多い商業地域

鹿島田
古市場１丁目２９番１２

店舗兼住宅 中小規模の店舗併用住宅
等が建ち並ぶ商業地域

矢向
小倉２丁目１０６４番５

「小倉２－２６－１９」

店舗、診療所
兼住宅

店舗、医院、一般住宅等
が混在する路線商業地域

新川崎
南加瀬４丁目２２９０番２外

「南加瀬４－３０－５」

店舗 小売店舗、飲食店、事務
所ビル等が混在する駅前
の商業地域

鹿島田
下平間字稲荷耕地１１１番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

平間
上平間字四谷前１７００番３１９
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中原 川崎市中原区 南東　    4.5m 水道
271,000 87    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2       1km 準防 高度

中原 川崎市中原区 北東　    4.7m 水道
350,000 178  1.2:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     750m 準防 高度

中原 川崎市中原区 東　　    5.4m 水道
359,000 102  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     400m 準防 高度

中原 川崎市中原区 南　　    4.7m 水道
334,000 98    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     850m 準防 高度

中原 川崎市中原区 南東　      6m 水道
260,000 100    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     900m 準防 高度

中原 川崎市中原区 南　　      4m 水道
426,000 149    1:1.2 私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     750m 準防 高度

中原 川崎市中原区 北　　      4m 水道
308,000 143    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     450m 準防 高度

中原 川崎市中原区 南　　    7.3m 水道
735,000 125    1:2.5 市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ3     300m 準防 　　

中原 川崎市中原区 東　　     25m 水道
600,000 180  1.2:1   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＳＲＣ8     250m 防火 　　

中原 川崎市中原区 南　　     18m 水道
635,000 139    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＲＣ4     250m 防火 　　

中原 川崎市中原区 台形 北　　    5.5m 水道
615,000 56    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｓ3     150m 準防 　　

中原 川崎市中原区 北　　    7.3m 水道
453,000 90    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 Ｓ4 近接 準防 　　

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

平間
苅宿字東畑２５番３１

「苅宿４－３９」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

向河原
上丸子山王町２丁目１３１９番４

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

元住吉
木月４丁目１５８７番１

「木月４－２１－１５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

武蔵新城
上小田中１丁目２１１番４

「上小田中１－３１－２」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

元住吉
木月３丁目１０５９番５外

「木月３－５１－１７」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

武蔵中原
上小田中６丁目１４１９番４

「上小田中６－３６－１３」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する既存
の住宅地域

武蔵小杉
小杉御殿町２丁目１４４番１

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗兼共同住宅
等が多く見られる路線商
業地域

新丸子
新丸子東１丁目７８８番５

店舗兼事務所 小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ商業地域

元住吉
木月１丁目４５７番５

「木月１－２９－１９」

店舗兼住宅 中低層の小売店舗が建ち
並ぶ駅に近い商業地域

元住吉
木月２丁目３７９番１３

「木月２－６－４」

店舗兼共同住
宅

中層の事務所、店舗ビル
が多い駅に近い商業地域

武蔵小杉
新丸子東２丁目９０７番１４

店舗兼事務所 中小規模の小売店舗が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

向河原
下沼部字玉川向１７５８番７
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中原 川崎市中原区 北　　     14m 水道
332,000 165    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  6 Ｓ4     1.1km 準防 高度

中原 川崎市中原区 西　　    7.5m 水道
419,000 89    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 ＲＣ5     400m 防火 　　

中原 川崎市中原区 台形 北西　    7.8m 水道
580,000 97    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  8 Ｓ4     350m 準防 　　

中原 川崎市中原区 南西　      4m 水道
239,000 235    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1       1km 　　 高度

背面道
高津 川崎市高津区 南東　    4.5m 水道

244,000 119    1:1.5 市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2       2km 準防 高度

高津 川崎市高津区 南西　    9.3m 水道
249,000 164    1:2   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.6km 準防 高度

高津 川崎市高津区 南東　    5.3m 水道
191,000 152    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｓ2     2.6km 　　 高度

高津 川崎市高津区 南　　      4m 水道
218,000 201  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 ＲＣ2F1B     1.8km 　　 高度

高津 川崎市高津区 南　　    5.1m 水道
320,000 115    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     600m 準防 高度

高津 川崎市高津区 南西　    4.6m 水道
209,000 247  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.5km 準防 高度

高津 川崎市高津区 西　　      5m 水道
255,000 194    1:2.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.2km 準防 高度

高津 川崎市高津区 北　　    7.3m 水道
309,000 252    1:1.2 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     450m 準防 高度

店舗兼共同住
宅

中小規模の店舗併用住
宅、事業所等が建ち並ぶ
路線商業地域

元住吉
井田中ノ町３７９番７

「井田中ノ町４１－６」

店舗兼共同住
宅

小売店舗、飲食店、マン
ション等が建ち並ぶ近隣
商業地域

武蔵小杉
今井南町５７９番７

店舗兼共同住
宅

小売店舗、飲食店が建ち
並ぶ近隣商業地域

武蔵新城
新城１丁目２１４番４７

「新城１－１０－１６」

住宅 中小規模一般住宅が多い
既成住宅地域

元住吉
明津字北川久保２０番３

工場 中小規模の工場、アパー
ト、一般住宅が混在する
工業地域

武蔵中原
宮内２丁目８２８番１６外

「宮内２－６－１１」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

武蔵中原
久末字イノ木１６８９番１

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

武蔵新城
子母口字新田町４５６番１

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

高津
二子３丁目３９０番５０

「二子３－２２－１３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な高台の住宅地域

武蔵新城
千年字上原宿３２０番７外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

高津
北見方１丁目７７番８

「北見方１－１７－２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

武蔵新城
野川字中耕地３７７７番６

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

武蔵新城
新作６丁目５２０番５８

「新作６－１２－４」
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高津 川崎市高津区 南東　      5m 水道
253,000 197    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2       1km 　　 高度

高津 川崎市高津区 南東　      4m 水道
286,000 163    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     300m 準防 高度

高津 川崎市高津区 東　　      4m 水道
299,000 143    1:1   私道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     600m 準防 高度

高津 川崎市高津区 南東　    5.7m 水道
326,000 176    1:2   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｓ3     600m 準防 高度

高津 川崎市高津区 西　　    4.5m 水道
319,000 91    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｓ3     200m 準防 高度

高津 川崎市高津区 台形 北西　     15m 水道
361,000 148    1:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3 南西     150m 準防 高度

側道
高津 川崎市高津区 南東　      7m 水道

385,000 280    1:1.5 県道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 ＲＣ3     400m 防火 　　

高津 川崎市高津区 台形 北東　     15m 水道
360,000 187    1:2   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ7     400m 準防 　　

高津 川崎市高津区 北東　    7.5m 水道
216,000 180    1:2   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ3     1.6km 　　 高度

高津 川崎市高津区 南　　     12m 水道
336,000 315    1:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2     500m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 東　　    6.3m 水道
223,000 100    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 南西　      6m 水道
179,000 241    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     1.7km 　　 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

梶が谷
梶ケ谷４丁目４番１２

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト、寮等が混在する住宅
地域

高津
溝口５丁目１１１９番１２

「溝口５－１２－３６」

住宅 中小一般住宅、アパート
が建ち並ぶ住宅地域

溝の口
下作延２丁目３４０番４

「下作延２－１３－１０」

住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

二子新地
諏訪１丁目３９１番４

「諏訪１－６－３」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

溝の口
溝口３丁目５９６番５

「溝口３－２１－３１」

事務所 中層の事務所、小売店舗
が建ち並ぶ商業地域

高津
溝口３丁目１２１２番７

「溝口３－１４－６」

店舗 小売店舗、事務所、銀行
等が建ち並ぶ駅前の商業
地域

梶が谷
末長字姿見台１５７番２外

事務所兼工場 中小規模の工場のほかに
一般住宅、アパート等も
見られる工場地域

武蔵新城
北見方３丁目５００番７

「北見方３－１２－４０」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗兼共同住宅
等が建ち並ぶ商業地域

溝の口
下作延２丁目２５２番２

「下作延２－７－２」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

中野島
登戸字甲耕地１４９番２

工場 工場、一般住宅、アパー
ト、マンション等が混在
する地域

高津
二子５丁目５３１番３

「二子５－１４－４０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整理済の住宅地域

稲田堤
菅馬場３丁目６番１５

「菅馬場３－６－５」
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多摩 川崎市多摩区 北西　      6m 水道
175,000 201    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 　　 高度

多摩 川崎市多摩区 台形 南西　      6m 水道
221,000 165    1:2.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     500m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 東　　      7m 水道
228,000 149  1.5:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     800m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 北　　    4.5m 水道
212,000 209  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     550m 　　 高度

多摩 川崎市多摩区 北西　      6m 水道
206,000 220    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 ＬＳ2     950m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 北東　      7m 水道
218,000 165    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     600m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 北　　      6m 水道
187,000 163    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.4km 　　 高度

多摩 川崎市多摩区 台形 東　　      6m 水道
170,000 181  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     1.5km 　　 高度

多摩 川崎市多摩区 南　　    5.5m 水道
277,000 185    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     450m 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 南　　      4m 水道
239,000 143    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 ＬＳ2       1km 準防 高度

多摩 川崎市多摩区 西　　      4m 水道
173,000 177    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13 Ｗ2     1.3km 　　 高度

多摩 川崎市多摩区 台形 南東　      8m 水道
260,000 107  1.5:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＳＲＣ3F1B     200m 準防 高度

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

読売ランド前
栗谷２丁目１２番１１外

「栗谷２－１２－１２」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

中野島
中野島５丁目２０９６番３

「中野島５－７－１８」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

京王稲田堤
菅２丁目５８９番２

「菅２－２０－３７」

共同住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

生田
三田３丁目３番２

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

生田
生田６丁目２８２９番３１

「生田６－１７－１０」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした閑静な住宅地
域

久地
長尾６丁目１０８５番１８

「長尾６－２２－８」

共同住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

稲田堤
菅北浦２丁目２６０８番３

「菅北浦２－８－２」

住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

登戸
登戸字辛耕地３２２１番５

住宅 一般住宅の中に空地が見
られる丘陵地の住宅地域

向ヶ丘遊園
東生田３丁目９３１３番１７

「東生田３－１－３３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

生田
南生田７丁目５５５１番１８１

「南生田７－２２－６」

住宅 中小規模の一般住宅が多
い住宅地域

久地
宿河原７丁目２２２３番２０

「宿河原７－３－３０」

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ駅に
近い近隣商業地域

久地
堰３丁目１３番７外

「堰３－６－６」
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多摩 川崎市多摩区 台形 北西　   11.5m 水道
445,000 214  1.5:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 ＲＣ6     230m 防火 　　

多摩 川崎市多摩区 北　　     10m 水道
366,000 336    1:1   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ3      60m 準防 　　

背面道
多摩 川崎市多摩区 台形 北　　駅前広場 水道

607,000 280    1:1.2 道路 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  4 ＲＣ6F1B 西 駅前広場接面 防火 　　

側道
多摩 川崎市多摩区 南　　     15m 水道

247,000 152    1:2   市道 ガス 準住居
　 下水 (  60, 200)

(県) 5-  5 ＲＣ3     600m 準防 高度

宮前 川崎市宮前区 北東　      6m 水道
161,000 149    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     3.3km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 北　　      5m 水道
186,000 132    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ3     1.5km 準防 高度

宮前 川崎市宮前区 東　　      4m 水道
183,000 128    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2     2.8km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 南　　    4.7m 水道
176,000 162    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     2.2km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 北東　    6.5m 水道
255,000 140    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     1.1km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 南　　    4.5m 水道
161,000 238  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.8km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 南西　    6.5m 水道
319,000 190  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     800m 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 東　　      5m 水道
287,000 182    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 Ｓ2F1B     800m 　　 高度

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所が
建ち並ぶ商業地域

向ヶ丘遊園
登戸字己耕地２６６２番２

店舗 中層の小売店舗、飲食店
等が多い駅前の商業地域

向ヶ丘遊園
登戸字庚耕地２７３６番５

店舗兼事務所 中低層の小売店舗が建ち
並ぶ駅前の商業地域

生田
生田７丁目３００５番３外

「生田７－８－６」

住宅 中規模一般住宅が見られ
る県営住宅団地に隣接す
る住宅地域

梶が谷
野川字南耕地２２９７番１５

店舗兼共同住
宅

店舗、マンション等が見
られる路線商業地域

宿河原
長尾５丁目２１９番１３

「長尾５－２２－１３」

住宅 一般住宅が多い高台の住
宅地域

宮前平
菅生５丁目１２９２番２２

「菅生５－７－１２」

住宅 小規模一般住宅が多い住
宅地域

宮崎台
馬絹字矢中１０９４番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の住宅地域

鷺沼
有馬９丁目７番９

「有馬９－７－１１」

住宅 一般住宅の中に店舗、作
業所等が見られる高台の
住宅地域

宮前平
菅生６丁目１０５２番２０外

「菅生６－２６－２」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

鷺沼
鷺沼２丁目２番１３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした閑静な住宅地
域

宿河原
五所塚２丁目８番３

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

宮崎台
宮崎５丁目１２番２９
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宮前 川崎市宮前区 北　　    6.5m 水道
323,000 915    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＲＣ4     550m 準防 高度

宮前 川崎市宮前区 北西　      6m 水道
197,000 150    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     1.8km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 南東　      5m 水道
265,000 200    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     1.2km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 西　　    4.5m 水道
162,000 213    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     2.2km 準防 高度

宮前 川崎市宮前区 不整形 北　　    1.8m
74,000 905    1:4   市道 １低専

未舗装 (  50,  80)
(県) 3-  1     2.9km 　　 高度

宮前 川崎市宮前区 南東　     16m 水道
485,000 1,054  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 ＲＣ6F1B     120m 準防 　　

宮前 川崎市宮前区 台形 西　　     12m 水道
512,000 270  1.5:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 ＲＣ4 北西 近接 準防 　　

側道
宮前 川崎市宮前区 南　　     18m 水道

296,000 770  1.2:1   市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  3 Ｓ3     600m 準防 高度

宮前 川崎市宮前区 南　　     16m 水道
246,000 232  1.2:1   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ3     1.6km 準防 高度

麻生 川崎市麻生区 東　　      6m 水道
164,000 165    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     2.1km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南　　      6m 水道
185,000 209    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     2.9km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 北西　      6m 水道
163,000 210    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     2.3km 　　 高度

共同住宅 中層マンションと一般住
宅等が混在する住宅地域

宮前平
小台２丁目２３番１０外

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる高台の住宅地域

宮前平
土橋７丁目１８番８

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

鷺沼
東有馬３丁目２２４５番２８

「東有馬３－３－４」

畑 一般住宅のほかに畑、山
林等も見られる地域

宮前平
菅生５丁目１３０９番

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

宮前平
白幡台１丁目７番７

店舗兼共同住
宅

中層の店舗、事務所等が
建ち並ぶ駅前の商業地域

宮前平
宮前平１丁目１０番１３外

事務所 中高層の店舗、事務所ビ
ル、マンション等が混在
する駅前の商業地域

宮崎台
宮崎２丁目１０番９外

店舗兼共同住
宅

店舗、マンション等が建
ち並ぶ路線商業地域

鷺沼
有馬３丁目２８番７

「有馬３－２８－１９」

営業所 店舗、営業所等が建ち並
ぶ路線商業地域

宮崎台
馬絹字平台２０３６番１外

住宅 一般住宅の建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
王禅寺東５丁目１９７番２３

「王禅寺東５－２４－８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

百合ヶ丘
東百合丘２丁目７２０８番２８

「東百合丘２－１６－１０」

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ区画整理済みの住宅
地域

新百合ヶ丘
千代ケ丘９丁目８番２４

「千代ケ丘９－８－２２」
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麻生 川崎市麻生区 北西　      5m 水道
208,000 173    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南東　      7m 水道
199,000 165    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     950m 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 北西　      6m 水道
170,000 131    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.2km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 北東　      6m 水道
171,000 152    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     400m 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 台形 西　　      6m 水道
160,000 150    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     1.1km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南東　      6m 水道
185,000 194    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 ＬＳ2     800m 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南　　      6m 水道
170,000 142    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     2.8km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南東　    4.5m 水道
156,000 168  1.2:1   私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     1.1km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 南西　      4m 水道
243,000 189    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 12 Ｗ2       1km 　　 高度

麻生 川崎市麻生区 台形 東　　      6m 水道
294,000 145    1:1.5 市道 ガス 近商

　 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     120m 準防 高度

麻生 川崎市麻生区 北東　      4m 水道 「調区」
115,000 123    1:1.2 私道

　 下水 (  40,  80)
(県)10-  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

麻生 川崎市麻生区 北　　      4m 水道 「調区」
121,000 309  1.5:1   市道

　 下水 (  40,  80)
(県)10-  2 Ｗ2     550m 　　 　　

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
千代ケ丘４丁目１１番１３

住宅 一般住宅が建ち並ぶ丘陵
地の住宅地域

百合ヶ丘
高石６丁目４２６番１０

「高石６－１９－２」

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

百合ヶ丘
千代ケ丘２丁目４番１０

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

鶴川
岡上字栗畑７６９番３

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

黒川
栗木台２丁目１２番１１

「栗木台２－１２－１１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

新百合ヶ丘
王禅寺東３丁目５７４番１８

「王禅寺東３－５－２１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

五月台
白鳥１丁目２番７２外

「白鳥１－２－３３」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
王禅寺西１丁目２６２０番３２

「王禅寺西１－１９－１１」

住宅 中小規模一般住宅の中に
アパートが見られる高台
の住宅地域

柿生
王禅寺西７丁目１６７４番２５

「王禅寺西７－２３－１５」

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに畑も見られる住宅地
域

栗平
片平字富士塚１６７３番１４

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

柿生
上麻生５丁目９９７番１外

「上麻生５－４３－１４」

住宅 一般住宅のほかに農地も
見られる住宅地域

鶴川
岡上字川井田６１２番３
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相模原緑 相模原市緑区　 東　　    4.5m 水道
155,000 120  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     700m 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北　　      6m 水道
189,000 199    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     700m 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 東　　      5m 水道
132,000 165    1:1.5 市道 １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     2.8km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 西　　    4.5m 水道 （都）
56,100 158    1:1.5 市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 100)
(県)  -  4 ＬＳ2     7.9km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 台形 南西　    4.2m 水道 （都）
40,000 120    2:1   市道

　 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     4.7km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北　　      5m 水道 （都）
45,000 198    1:2.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.2km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北西　      6m 水道
181,000 165    1:2   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     900m 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 南西　      4m 水道
105,000 120    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  8 Ｗ2     1.5km 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北東　    4.3m 水道 （都）
46,300 146    1:1.5 市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  9 Ｗ2    11.5km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 南東　      6m 水道 （都）
23,800 231    1:2   市道

　 (  50, 100)
(県)  - 10 Ｗ2      16km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 東　　    4.6m 水道
107,000 151  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     3.5km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北東　    4.7m 水道
83,000 120    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     5.5km 　　 　　

住宅 一般住宅の中に空地が見
られる区画整理済の住宅
地域

相原
元橋本町８１６番１０

「元橋本町１９－１２」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

橋本
二本松３丁目１３５０番１３

「二本松３－３５－１」

住宅 一般住宅、アパート等の
ほかに空地も見られる住
宅地域

橋本
西橋本２丁目６０１番１１

「西橋本２－１９－１７」

住宅 小規模一般住宅のほかに
空地も見られる住宅地域

相模湖
寸沢嵐字関口３１３６番１４

住宅 一般住宅のほかに空地、
農地が見られる住宅地域

橋本
太井字丁４０７番９外

住宅 一般住宅の中にアパート
等が混在する住宅地域

橋本
橋本１丁目３８１番２５

「橋本１－１５－１５」

住宅 中規模一般住宅のほかに
空地も見られる住宅地域

相模湖
小原字平野８３５番４

住宅 一般住宅のほかに空地、
農地等が混在する住宅地
域

橋本
三ケ木字新宿１０４番２

住宅 傾斜地に開発された中小
規模戸建住宅地域

南橋本
下九沢字合ノ山４８７番６８

建築中 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

橋本
原宿５丁目１９７１番１４

「原宿５－１０－４」

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに畑等も見られる住宅
地域

橋本
鳥屋字宮ノ前１０９７番３

住宅 小規模の一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

橋本
谷ヶ原２丁目６８８番２７

「谷ヶ原２－９－８－２」
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相模原緑 相模原市緑区　 東　　    4.5m 水道
75,500 196    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     5.5km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 西　　    4.8m 水道 「都計外」
22,800 264    1:1.5 市道

　 下水
(県)  - 14 Ｗ2     4.6km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 東　　      4m 水道 （都）
40,500 150    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 15 Ｗ2       1km 　　 高度

相模原緑 相模原市緑区　 東　　      4m 水道 （都）
48,600 206    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 16 ＲＣ2     300m 　　 高度

相模原緑 相模原市緑区　 台形 南西　     15m 水道
335,000 339    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ7     200m 防火 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北　　     12m 水道 （都）
72,300 514    1:1.2 国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ4     8.6km 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 東　　     12m 水道 （都）
60,700 508    1:2   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 ＳＲＣ3      11km 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 台形 南　　     11m 水道 （都）
83,000 260    1:1   国道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｗ2 北西     500m 　　 　　

側道
相模原緑 相模原市緑区　 台形 北西　      7m 水道

119,000 179    1:1.2 市道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  5 Ｗ2       4km 準防 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北東　      8m 水道
77,300 991    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     1.7km 　　 　　

相模原緑 相模原市緑区　 北西　      5m 水道 「調区」
39,400 854    1:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2       6km 　　 　　

相模原中央 相模原市中央区 南東　      4m 水道
74,400 134    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     4.2km 準防 　　

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の
住宅地域

橋本
若葉台７丁目８番４

住宅 一般住宅を中心としてア
パート、店舗、駐車場等
も見られる住宅地域

藤野
日連字溝端７３６番８

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する山間の住宅地域

藤野
牧野字大久和４１８７番

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所、
マンション等が混在する
駅に近い商業地域

橋本
橋本２丁目３４１番４

「橋本２－３－６」

住宅 中規模一般住宅のほかに
空地も見られる住宅地域

藤野
小渕字永井１８０１番２外

銀行 低層店舗等が点在する国
道沿いの路線商業地域

橋本
三ケ木字桜木３１２番１

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ国道沿いの路線商
業地域

橋本
中野字上森戸２２５番１外

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店、一般
住宅等が混在する近隣商
業地域

橋本
久保沢１丁目２０５８番４

「久保沢１－１－４１」

事務所兼住宅 店舗、旅館、一般住宅等
が混在する国道沿いの商
業地域

相模湖
与瀬字稲原４１１番２外

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する農地の多い既成住
宅地域

橋本
小倉字下平８８２番１外

工場 中小規模の工場が建ち並
ぶ工業地域

橋本
橋本台３丁目１８５９番９

「橋本台３－４－２８」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

上溝
水郷田名２丁目９３３番８

「水郷田名２－１５－６」
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相模原中央 相模原市中央区 南西　      5m 水道
155,000 108  1.5:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　      6m 水道
155,000 100    1:2   市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     330m 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 南　　      4m 水道
197,000 193  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     330m 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　      6m 水道
93,600 150  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     1.7km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北西　      6m 水道
173,000 137    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.1km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 南東　      6m 水道
156,000 121    1:2   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.7km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　      6m 水道
174,000 101    1:2   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     1.3km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 南東　    4.7m 水道
136,000 216    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  9 Ｗ2     2.8km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 南西　      6m 水道
125,000 165    1:2   市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     280m 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　      6m 水道
175,000 109    1:2   市道 ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2       1km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 東　　    4.5m 水道
78,300 121  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 12 Ｗ2     2.5km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 南西　      4m 水道
93,000 144  1.2:1   市道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2       3km 準防 　　

住宅 一般住宅が建ち並ぶ街路
の整備された住宅地域

相模原
すすきの町２４２７番５４

「すすきの町２６－３」

住宅 中規模一般住宅のほかに
アパートも見られる住宅
地域

矢部
淵野辺１丁目１３３番１４０

「淵野辺１－４－１３」

住宅 一般住宅、共同住宅、倉
庫等が混在する住宅地域

南橋本
南橋本２丁目５０３番１５

「南橋本２－９－２２」

住宅 中小規模一般住宅、マン
ション等が混在する住宅
地域

淵野辺
相生１丁目１９４９番１３

「相生１－３－２３」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整理済みの住宅地域

番田
田名塩田２丁目２０７番１９

「田名塩田２－７－９」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

相模原
中央５丁目４９５１番２５

「中央５－６－５」

住宅 一般住宅、アパート等が
建ち並ぶ住宅地域

淵野辺
千代田７丁目５０６６番９

「千代田７－７－１６」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅
地域

番田
上溝字甲七号２０３９番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

淵野辺
光が丘３丁目５６９７番３７

「光が丘３－１６－６」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

番田
田名字椿森６０５５番４

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

淵野辺
共和２丁目１８６５番２１

「共和２－８－６」

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

上溝
田名字四ッ谷３２５６番３
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相模原中央 相模原市中央区 北東　     25m 水道
228,000 333    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  1 Ｓ5     1.1km 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北西　     11m 水道
191,000 144    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ3      60m 防火 　　

相模原中央 相模原市中央区 南西　     16m 水道
160,000 223    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ2     690m 防火 　　

相模原中央 相模原市中央区 南西　     15m 水道
199,000 247    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ3     500m 準防 　　

背面道
相模原中央 相模原市中央区 南東　     40m 水道

206,000 105    1:3   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  5 Ｓ3       1km 防火 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　     18m 水道
223,000 240    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  6 ＲＣ5     280m 準防 　　

相模原中央 相模原市中央区 北東　     15m 水道
271,000 357    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 ＲＣ5     550m 防火 　　

相模原中央 相模原市中央区 南西　     16m 水道
82,500 725  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1     2.3km 　　 　　

相模原中央 相模原市中央区 東　　      6m 水道
80,100 3,715    1:2.5 市道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ3     1.6km 　　 　　

三方路
相模原南 相模原市南区　 南東　      5m 水道

240,000 125    1:1.2 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 ＬＳ2     790m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 北東　      4m 水道
205,000 185    1:1   市道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  2 Ｗ2     900m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 南東　      4m 水道
159,000 165  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2       2km 準防 　　

店舗兼事務所 中層の店舗、事務所、マ
ンション等が混在する路
線商業地域

相模原
中央４丁目５３６５番５

「中央４－５－６」

事務所 小売店舗、マンション等
が建ち並ぶ既成商業地域

上溝
上溝５丁目３４９９番４

「上溝５－１－２５」

店舗兼住宅 低層の飲食店、小売店
舗、マンション等が混在
する商業地域

南橋本
南橋本２丁目５１０番７外

「南橋本２－４－１３」

店舗兼事務所 中低層の店舗ビル等が建
ち並ぶ路線商業地域

相模原
相模原６丁目２４２番４９

「相模原６－２４－５」

事務所 中小規模一般住宅、マン
ション、店舗等が混在す
る路線商業地域

矢部
矢部２丁目１４８番１外

「矢部２－３－２０」

学習塾 中高層のビル、マンショ
ン等が建ち並ぶ商業地域

相模原
相模原５丁目２８７番１

「相模原５－５－７」

店舗兼事務所 店舗、事務所、マンショ
ン、駐車場等が混在する
商業地域

淵野辺
鹿沼台２丁目１９８１番８

「鹿沼台２－１１－６」

事務所兼倉庫 中小工場、営業所等が建
ち並ぶ街区整然とした工
業地域

相模原
宮下２丁目３７６番１外

「宮下２－１６－２２」

工場 小規模の工場、一般住宅
のほかに空地も見られる
大工場近接の工業地域

上溝
上溝字乙五号４０８１番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

相模大野
上鶴間１丁目１５２６番３９

「上鶴間１－２９－２」

住宅 一般住宅等が見られる区
画整理済の住宅地域

町田
鵜野森３丁目７５番９

「鵜野森３－４１－１１」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

小田急相模原
御園４丁目４３４１番１３８

「御園４－６－１２」
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相模原南 相模原市南区　 北東　      6m 水道
211,000 132    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.1km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 北　　    4.6m 水道
154,000 165    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.6km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 北西　    4.5m 水道
173,000 120  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.1km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 南東　      4m 水道
146,000 162  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     1.9km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 東　　      6m 水道
158,000 154    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2       2km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 南西　    4.5m 水道
160,000 120  1.5:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.8km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 南　　      5m 水道
200,000 120    1:1.5 私道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 10 ＬＳ2     900m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 東　　    4.5m 水道
188,000 233  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     1.2km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 東　　    4.5m 水道
110,000 182    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 ＬＳ2     800m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 東　　    4.1m 水道
157,000 231    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 ＬＳ2     1.7km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 台形 南西　      4m 水道
184,000 130    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 14 Ｗ2     500m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 北　　    4.5m 水道
102,000 123    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 15 Ｗ2     800m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅のほかに
空地も見られる区画整然
とした住宅地域

小田急相模原
東林間２丁目４番１７

「東林間２－４－３」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

古淵
西大沼２丁目３５１１番１４１

「西大沼２－１２－３」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

東林間
上鶴間本町７丁目７２７番５

「上鶴間本町７－２２－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

古淵
東大沼２丁目３７７２番８２６

「東大沼２－１５－４」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

古淵
大野台４丁目３００８番３５１外

「大野台４－２３－１０」

住宅 中小規模一般住宅が多い
分譲住宅地域

東林間
上鶴間４丁目１１２４番１３

「上鶴間４－１５－５」

住宅 中規模一般住宅のほかに
空地も見られる区画整然
とした住宅地域

小田急相模原
相模台５丁目１９０８番４

「相模台５－６－１１」

住宅 中規模一般住宅、共同住
宅等が見られる住宅地域

相武台下
新戸字下坂上３０２３番９

住宅 中小規模一般住宅が多い
中にアパ－トも混在する
住宅地域

小田急相模原
相南３丁目５３４０番３５５

「相南３－３９－２」

住宅 一般住宅が多く、アパー
トも見られる住宅地域

古淵
古淵４丁目１７６５番３

「古淵４－１３－１０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

小田急相模原
桜台４２０８番５０

「桜台６－２」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

原当麻
下溝字稲荷林１９９４番１２

41



相模原南 相模原市南区　 北西　    4.7m 水道
140,000 79  1.2:1   私道 ガス ２中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ2     2.1km 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 南東　      5m 水道
125,000 138    1:1.5 市道 ガス ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     550m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 東　　      6m 水道
234,000 129    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     350m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 西　　    1.8m 水道
38,500 803  2.5:1   市道 １低専

未舗装 下水 (  50,  80)
(県) 3-  1     1.8km 　　 　　

相模原南 相模原市南区　 北　　     14m 水道
258,000 91    1:2   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ3     490m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 不整形 北　　駅前広場 水道
490,000 457  1.5:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  2 ＳＲＣ9 東 駅前広場接面 防火 　　

側道
相模原南 相模原市南区　 北東　    7.7m 水道

217,000 138    1:3.5 市道 ガス 近商
　 下水 (  80, 300)

(県) 5-  3 ＲＣ3     550m 準防 　　

相模原南 相模原市南区　 台形 南東　      6m 水道
91,500 1,756    1:1.2 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ2     1.4km 　　 　　

三方路
相模原南 相模原市南区　 北　　      6m 水道 「調区」

91,000 330    1:1   市道
　 下水 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ1     3.5km 　　 　　

相模原南 相模原市南区　 南東　      4m 水道 「調区」
126,000 112    1:1.5 市道 ガス

　 下水 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2     1.8km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南西　      6m 水道
131,000 135    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.2km 準防 高度

横須賀 横須賀市 西　　    3.5m 水道
176,000 235    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     700m 準防 高度

住宅 小規模一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

淵野辺
大野台３丁目２８９７番１７５

「大野台３－１８－１８」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

東林間
東林間４丁目１６番６外

「東林間４－１６－３」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる新興住宅地域

原当麻
当麻字薊ヶ谷１１１１番２０

店舗兼事務所 中低層の各種店舗が建ち
並ぶ路線商業地域

相模大野
相模大野５丁目４０３７番７外

「相模大野５－２７－４」

畑 周辺に一般住宅が見られ
るなか畑等の農地が広が
る熟成度中位の地域

相武台下
新戸字五味ヶ谷５２２８番

店舗 中低層の小売店舗が建ち
並ぶ商業地域

小田急相模原
相模台２丁目４７０９番１９４外

「相模台２－２－４」

店舗、事務所
兼共同住宅

中高層の店舗、事務所、
マンション等が建ち並ぶ
駅前の商業地域

相模大野
相模大野８丁目８０２番１５外

「相模大野８－２－６」

住宅 一般住宅、農家住宅等が
混在する農地も見られる
住宅地域

小田急相模原
麻溝台３丁目９１９番２

「麻溝台３－３－４」

事務所兼倉庫 中小規模の倉庫、事業所
等が見られる工業地域

古淵
大野台１丁目１１０５番１

「大野台１－４－４」

住宅 一般住宅が多いが、官舎
等共同住宅も介在する区
画整然とした住宅地域

京急久里浜
久里浜７丁目９９番

「久里浜７－１２－１０」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ保存樹林の多い住宅
地域

古淵
若松１丁目３２９９番１４

「若松１－３－９」

住宅 一般住宅が多い高台の既
成住宅地域

県立大学
深田台９２番２
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横須賀 横須賀市 北　　      5m 水道
150,000 181    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     750m 準防 高度

横須賀 横須賀市 南　　    6.2m 水道
137,000 156    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.2km 準防 高度

横須賀 横須賀市 北　　      6m 水道
165,000 222    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  5 Ｗ2     500m 　　 　　

横須賀 横須賀市 北　　      6m 水道
128,000 161    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 ＬＳ2     2.1km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南西　    5.5m 水道
123,000 162    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     780m 　　 　　

横須賀 横須賀市 北　　      9m 水道
108,000 140    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     4.7km 準防 高度

横須賀 横須賀市 北　　    4.7m 水道
160,000 184    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     550m 準防 高度

横須賀 横須賀市 南東　     11m 水道
147,000 189    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10 Ｗ2     340m 　　 　　

横須賀 横須賀市 西　　      6m 水道
99,000 144    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     7.5km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南東　      6m 水道
126,000 179    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 12 Ｗ2     1.3km 　　 　　

横須賀 横須賀市 北　　      4m 水道
122,000 129    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     650m 準防 高度

横須賀 横須賀市 北西　    4.5m 水道
148,000 136    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ3     420m 準防 高度

住宅 一般住宅のほか、アパ－
トも混在する住宅地域

追浜
追浜本町１丁目１０４番３外

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした分譲住宅地域

馬堀海岸
馬堀町３丁目７８番１４

「馬堀町３－２２－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の分譲住宅地域

京急田浦
船越町８丁目３１番２４

「船越町８－１４－３」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

逸見
東逸見町３丁目１４番２６

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

京急久里浜
ハイランド１丁目１５２６番３３

「ハイランド１－４１－６」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

県立大学
田戸台１４番４外

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

衣笠
武５丁目１０３３番１４１

「武５－１６－１４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の分譲住宅地域

衣笠
長坂３丁目７９０番１１７

「長坂３－１７－６」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の区画整然とした住宅
地域

安針塚
安針台３２番７

「安針台６－１３」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ谷
あいの住宅地域

馬堀海岸
馬堀町３丁目３０番２２

「馬堀町３－７－２」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

浦賀
浦賀５丁目４２番７０

「浦賀５－６３－４」

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ既存の住宅地域

京急大津
大津町４丁目３番８外

「大津町４－１８－２」
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横須賀 横須賀市 西　　      3m 水道
112,000 141    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 ＬＳ2     1.4km 準防 高度

横須賀 横須賀市 台形 東　　    3.1m 水道
113,000 155    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 ＬＳ2     250m 準防 高度

横須賀 横須賀市 南東　    5.5m 水道
121,000 198    1:1.2 私道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 ＬＳ2     900m 準防 高度

横須賀 横須賀市 東　　      6m 水道
134,000 165    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 18 Ｗ2     450m 　　 　　

横須賀 横須賀市 西　　      4m 水道
114,000 94    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 19 ＬＳ2     1.7km 準防 高度

横須賀 横須賀市 北　　    7.5m 水道
123,000 153    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 20 Ｗ2     1.4km 　　 　　

横須賀 横須賀市 北西　      4m 水道
122,000 221    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 21 Ｗ2     1.3km 準防 高度

横須賀 横須賀市 台形 南東　    4.5m 水道
103,000 219  1.5:1   市道 ２中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 22 Ｗ2 西     8.6km 準防 高度

側道
横須賀 横須賀市 西　　    4.7m 水道

96,500 124  1.2:1   市道 １低専
　 下水 (  40,  80)

(県)  - 23 Ｗ2       5km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南　　      6m 水道
150,000 210    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 24 Ｗ2     1.7km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南　　      4m 水道
121,000 209    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 25 ＬＳ2     1.9km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南　　      4m 水道
117,000 215    1:2   私道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 26 Ｗ2       7km 　　 　　

住宅 一般住宅の中にアパート
等が混在する傾斜地の住
宅地域

衣笠
佐野町２丁目２３番３

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした高台の住宅
地域

浦賀
二葉２丁目２２７７番１８

「二葉２－２６－１２」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ谷あいの住宅地域

田浦
田浦町１丁目６３番２

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

衣笠
平作５丁目１５７１番１６外

「平作５－２３－９」

住宅 中小規模一般住宅のほか
にアパートも見られる高
台の住宅地域

ＹＲＰ野比
野比２丁目８８番１５外

「野比２－３２－１１」

住宅 中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

北久里浜
池田町２丁目１９番１５

「池田町２－１０－１」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ高台
の区画整然とした分譲住
宅地域

堀ノ内
公郷町６丁目２０番５１

住宅 中小規模一般住宅が多い
傾斜地の住宅地域

衣笠
武３丁目３６６９番５

「武３－４－２３」

住宅 中規模一般住宅が多い別
荘等も見られる住宅地域

逗子
秋谷１丁目４６番６外

「秋谷１－５－１３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

衣笠
森崎５丁目１２３番５５

「森崎５－７－５」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

追浜
湘南鷹取４丁目２７番１４３

「湘南鷹取４－２１－４」

住宅 一般住宅、別荘、保養所
等が混在する高台の住宅
地域

逗子
秋谷字仲里４５７２番３
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横須賀 横須賀市 不整形 北西　      6m 水道
89,200 167    1:2.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 27 Ｗ2     5.5km 準防 高度

横須賀 横須賀市 南　　      6m 水道
119,000 151    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 28 Ｗ2     2.4km 　　 　　

横須賀 横須賀市 北東　      4m 水道
140,000 178    1:1.5 私道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 29 Ｗ2     800m 準防 高度

横須賀 横須賀市 北東　      6m 水道
147,000 262  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 30 Ｗ2       1km 　　 　　

横須賀 横須賀市 南　　      4m 水道
130,000 168    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 31 Ｗ2     700m 準防 高度

横須賀 横須賀市 北西　    6.5m 水道
144,000 220    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 32 ＬＳ2     800m 　　 　　

横須賀 横須賀市 　　　
44,200 2,079  1.5:1   １中専

　 (  60, 200)
(県) 3-  1     930m 準防 高度

横須賀 横須賀市 台形 北西　     11m 水道
421,000 196    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＳＲＣ7F1B 北東     490m 防火 高度

側道
横須賀 横須賀市 台形 北　　    4.5m 水道

159,000 106    1:2   私道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 Ｓ3     270m 準防 高度

横須賀 横須賀市 東　　   16.5m 水道
256,000 160    1:2   県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｗ2     580m 準防 高度

背面道
横須賀 横須賀市 東　　     22m 水道

191,000 165    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  4 Ｓ2     390m 準防 高度

横須賀 横須賀市 南東　     18m 水道
149,000 151  1.5:1   県道 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  5 Ｗ1 北東     5.5km 準防 高度

側道

住宅 一般住宅、店舗併用住宅
等が混在する住宅地域

三崎口
長井５丁目２８４０番１外

「長井５－８－９」

住宅 一般住宅のほか、アパー
トが混在する住宅地域

衣笠
平作１丁目３０６６番２６外

「平作１－１２－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ丘陵地の分譲住宅地域

ＹＲＰ野比
粟田１丁目１２７８番３３

「粟田１－３３－１４」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の分譲住宅地域

浦賀
浦上台２丁目２１番９４

「浦上台２－１７－１１」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした分譲住
宅地域

馬堀海岸
桜が丘１丁目８６番３６

「桜が丘１－３０－３」

畑 農家住宅、一般住宅、畑
が混在する宅地見込地域

ＹＲＰ野比
長沢２丁目８８３番

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の区画整然とした住宅
地域

新大津
根岸町５丁目７６番８２

「根岸町５－９－５」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建
ち並ぶ既成商業地域

京急田浦
船越町１丁目５２番４

事務所 小売店舗、百貨店、事務
所ビル等が建ち並ぶ商業
地域

横須賀中央
大滝町１丁目９番１８

店舗兼住宅 店舗併用住宅が建ち並ぶ
国道沿いの商業地域

県立大学
安浦町１丁目２１番４

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの商業地域

横須賀中央
上町２丁目１７番３

事務所 店舗、事務所等が建ち並
ぶ県道沿いの路線商業地
域

衣笠
林１丁目２４５２番１

「林１－２３－１３」
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横須賀 横須賀市 台形 西　　     26m 水道
163,000 112    1:3   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  6 Ｗ2     500m 準防 高度

横須賀 横須賀市 東　　     18m 水道
319,000 186    1:3   国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 ＲＣ4     100m 準防 高度

横須賀 横須賀市 台形 北東　     18m 水道
325,000 126    1:1   県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 Ｗ2     250m 防火 高度

横須賀 横須賀市 西　　      5m 水道
139,000 364    1:1.2 市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  9 Ｓ2 北      90m 準防 高度

側道
横須賀 横須賀市 北西　     20m 水道

174,000 922    1:1.2 市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｓ2     1.4km 　　 高度

横須賀 横須賀市 南西　     22m 水道
184,000 330    1:1   国道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ3     360m 準防 高度

横須賀 横須賀市 北東　    4.3m 水道
120,000 150    1:1   私道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  3 Ｗ2     900m 　　 高度

横須賀 横須賀市 南西　     20m 水道
73,500 5,001    1:2   市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     1.7km 　　 　　

横須賀 横須賀市 北西　      4m 水道 「調区」
75,300 294  1.5:1   市道

　 (  40,  80)
(県)10-  1 Ｗ2 南西     2.2km 　　 　　

側道
横須賀 横須賀市 台形 南　　    4.2m 水道 「調区」

64,600 218  1.5:1   市道
　 (  40,  80)

(県)10-  2 Ｗ2     3.5km 　　 　　

平塚 平塚市 南　　      4m 水道
205,000 134    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.8km 準防 高度

平塚 平塚市 東　　    5.4m 水道
147,000 115  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2       3km 準防 高度

店舗兼住宅 小売店舗が建ち並ぶ既存
の路線商業地域

浦賀
浦賀４丁目６番５

「浦賀４－５－１１」

店舗兼住宅 金融機関、専門店等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

衣笠
衣笠栄町１丁目１１番

店舗 小売店舗等が建ち並ぶ国
道沿いの駅に近い商業地
域

追浜
追浜町３丁目１番９

店舗兼工場 営業所、店舗、一般住宅
等が混在する商業地域

北久里浜
佐原１丁目１０番８

「佐原１－１０－４」

診療所兼住宅 小規模店舗が多い中に医
院等が混在する商業地域

津久井浜
津久井２丁目１６８番３外

「津久井２－１７－２１」

住宅 一般住宅、アパートが混
在する住宅地域

京急久里浜
舟倉１丁目１３１３番８外

「舟倉１－２３－１２」

営業所 営業所、店舗等が建ち並
ぶ国道沿いの商業地域

堀ノ内
三春町３丁目２番４

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する山裾の住宅地域

衣笠
平作４丁目９１８番６外

「平作４－１－１３」

工場兼事務所 中小規模の工場が建ち並
ぶ幹線道路沿いの工業地
域

京急久里浜
内川１丁目３１３番１外

「内川１－８－４３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

平塚
菫平１２４番

「菫平２０－８」

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する県道に近い住宅地
域

三浦海岸
須軽谷字天王谷９３７番１

住宅 中小規模一般住宅の中に
アパート等が見られる住
宅地域

平塚
東中原１丁目２６５４番２

「東中原１－１３－４７」
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平塚 平塚市 西　　      6m 水道
175,000 132    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＲＣ3     2.3km 準防 高度

平塚 平塚市 南　　    6.3m 水道
142,000 190    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     3.5km 準防 高度

平塚 平塚市 南　　    4.5m 水道
133,000 100  1.5:1   市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     4.3km 準防 高度

平塚 平塚市 南東　      5m 水道
92,500 113    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     7.1km 準防 高度

平塚 平塚市 南　　      4m 水道
250,000 314    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     650m 準防 高度

平塚 平塚市 南　　      6m 水道
215,000 175  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     1.1km 準防 高度

平塚 平塚市 北　　    4.2m 水道
130,000 131    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＬＳ2     3.4km 準防 高度

平塚 平塚市 北東　    4.2m 水道
183,000 170    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 ＬＳ2     1.9km 準防 高度

平塚 平塚市 東　　    4.6m 水道
95,500 189    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     6.2km 準防 高度

平塚 平塚市 東　　    4.7m 水道
126,000 156    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 ＬＳ2     4.6km 準防 高度

平塚 平塚市 南　　      5m 水道
107,000 161    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     3.1km 　　 　　

平塚 平塚市 北　　      4m 水道
124,000 130    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 14 Ｗ2     4.9km 　　 高度

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

平塚
中里４１７番外

「中里１６－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が
見られる住宅地域

平塚
徳延字曲田１１番３

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

平塚
東真土３丁目１５９番１

「東真土３－１１－９」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

平塚
松風町９７番３

「松風町２３－１４」

住宅 小規模一般住宅の中に空
地等が見られる新興の住
宅地域

平塚
南金目字雷１４０９番５外

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

平塚
山下字高畑１６５番３外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした閑静な海岸
沿いの住宅地域

平塚
高浜台６番６

「高浜台６－１６」

住宅 中規模一般住宅、アパー
トのほかに農地等も見ら
れる住宅地域

平塚
広川字岡成３６番３外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

平塚
平塚３丁目１０１２番１２

「平塚３－２０－１５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

伊勢原
岡崎字柳久保５９１０番２６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

平塚
纒字久松８０番１３外

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

平塚
横内字大西３１２９番４
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平塚 平塚市 西　　    5.5m 水道
163,000 247    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 ＬＳ2     1.9km 準防 高度

平塚 平塚市 北東　      5m 水道
108,000 197    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｓ2     7.4km 準防 高度

平塚 平塚市 南東　    4.7m 水道
112,000 185    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 17 Ｗ2     800m 　　 　　

平塚 平塚市 西　　    4.8m 水道
123,000 117    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     4.5km 準防 高度

平塚 平塚市 北東　      3m 水道
149,000 148    1:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 19 Ｗ3       3km 準防 高度

平塚 平塚市 南　　      6m 水道
99,000 197    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 20 Ｗ2     6.3km 　　 　　

平塚 平塚市 南　　     22m 水道
358,000 217    1:3   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 Ｓ2     450m 防火 高度

平塚 平塚市 北　　     22m 水道
212,000 163    1:3.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  2 Ｗ2       1km 準防 高度

背面道
平塚 平塚市 西　　     36m 水道

378,000 391  1.2:1   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  3 ＲＣ6     390m 防火 高度

平塚 平塚市 北東　     22m 水道
193,000 127  1.5:1   県道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  4 Ｓ4     1.6km 準防 高度

平塚 平塚市 北　　     15m 水道
677,000 272    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  5 ＲＣ9F1B     200m 防火 高度

平塚 平塚市 不整形 南　　     15m 水道
350,000 274    1:2.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  6 ＳＲＣ10F1B     200m 防火 高度

住宅 中規模一般住宅、アパー
トのほかに駐車場等も見
られる住宅地域

平塚
西八幡１丁目７２番２外

「西八幡１－９－２４」

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

東海大学前
真田字中谷津３２５番５

住宅 中規模一般住宅のほかに
農地も見られる住宅地域

平塚
大神字門西橋２０６６番２外

住宅 一般住宅のほかにアパー
トも見られる住宅地域

平塚
御殿２丁目１４２１番４

「御殿２－１９－４３」

住宅 中小規模の一般住宅、ア
パート等と農家住宅も見
られる住宅地域

平塚
南豊田字犬坊７２番３

店舗 中小規模の店舗が建ち並
ぶ既成商業地域

平塚
明石町２４番２５

「明石町２４－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の区画整然とした
住宅地域

平塚
日向岡２丁目１３番４

「日向岡２－１３－４」

事務所 中高層の事務所ビルが建
ち並ぶ商業地域

平塚
宮の前２番６外

「宮の前２－５」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗等が建
ち並ぶ既成商業地域

平塚
平塚１丁目９番７

「平塚１－９－２１」

店舗 中小規模の小売店舗、飲
食店が建ち並ぶ駅に近い
商業地域

平塚
紅谷町９番７外

「紅谷町９－１８」

店舗兼共同住
宅

小売店舗、病院、住宅等
が混在する路線商業地域

平塚
豊原町１８２０番１

「豊原町３－１８」

店舗、事務
所、共同住宅

中高層の店舗、事務所ビ
ル等が建ち並ぶ駅に近い
商業地域

平塚
宝町５番１９

「宝町５－２４」
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平塚 平塚市 西　　    7.2m 水道
115,000 908    1:3   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 ＬＳ2     2.7km 　　 高度

平塚 平塚市 東　　     22m 水道
137,000 1,185    1:2   国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ2 南     4.7km 　　 高度

側道
平塚 平塚市 西　　    6.5m 水道

137,000 254    1:2   市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  3 Ｗ2     4.1km 　　 高度

平塚 平塚市 西　　    7.6m 水道
72,000 3,304    1:1.5 市道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     2.5km 　　 高度

平塚 平塚市 東　　    4.2m 水道 「調区」
58,800 314    1:2   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

平塚 平塚市 西　　    4.5m 水道 「調区」
49,500 322  1.5:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2     6.7km 　　 　　

平塚 平塚市 南　　    5.5m 水道 「調区」
56,300 733  1.2:1   市道

　 下水 (  50, 100)
(県)10-  3 Ｗ1     3.6km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 南東　    5.2m 水道
285,000 278    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     800m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北東　    6.2m 水道
190,000 216    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     600m 準防 　　

鎌倉 鎌倉市 南　　      4m 水道
186,000 224    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 ＬＳ2     400m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北　　    5.7m 水道
266,000 152  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  4 Ｗ2     1.5km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北東　    4.3m 水道
266,000 152    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     390m 準防 　　

倉庫 工場、倉庫、マンション
等が混在する工業地域

平塚
東八幡３丁目５８５番外

「東八幡３－７－９」

住宅 中規模一般住宅のほかに
事業所も見られる住宅地
域

平塚
四之宮６丁目１０７７番１

「四之宮６－１１－６」

店舗兼工場 沿道型店舗、営業所、マ
ンション等が建ち並ぶ路
線商業地域

平塚
田村２丁目５５２８番２

「田村２－７－４０」

住宅 農地の中に一般住宅等が
見られる住宅地域

東海大学前
北金目３丁目８８２番３

「北金目３－３８－７」

工場 中小規模の工場が建ち並
ぶ工業地域

平塚
新町８４１番２外

「新町１－３５」

住宅 農地の中に一般住宅、農
家住宅が混在する住宅地
域

伊勢原
岡崎字別名３３８番２外

住宅 一般住宅、農家住宅、畑
等が混在する住宅地域

平塚
下吉沢字場正面３９８番３

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

富士見町
台５丁目９９３番１８

「台５－７－３」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

鎌倉
笹目町３１６番７

「笹目町７－１８」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成の住宅地域

鎌倉
雪ノ下３丁目６３７番１２外

「雪ノ下３－１０－２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の区画整然とした
住宅地域

西鎌倉
津字蟹田谷１０５０番１２６

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

由比ケ浜
長谷２丁目１８２番２３

「長谷２－２－３２」
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鎌倉 鎌倉市 南　　      6m 水道
138,000 189    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  6 ＬＳ2     2.1km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北東　      5m 水道
196,000 264    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     950m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北　　    6.5m 水道
122,000 227    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  8 Ｗ2     4.7km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 南　　      6m 水道
175,000 260  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  9 Ｗ2     1.6km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 北東　      6m 水道
187,000 217  1.2:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 10       1km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 西　　      5m 水道
195,000 262    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 11 Ｗ2     650m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 南西　    3.8m 水道
175,000 132  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     500m 準防 　　

鎌倉 鎌倉市 南西　    7.6m 水道
145,000 314    1:1   市道 １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     1.1km 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 東　　      6m 水道
181,000 189    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 14 ＬＳ2     830m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 西　　    7.5m 水道
186,000 166    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     470m 準防 　　

鎌倉 鎌倉市 東　　      4m 水道
207,000 203    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 16 Ｗ2     1.6km 準防 　　

鎌倉 鎌倉市 南東　      6m 水道
149,000 252    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 17 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

大船
城廻字打越１４０番３０

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大船
今泉台６丁目９００番５７５

「今泉台６－５－８」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅
地域

七里ケ浜
七里ガ浜東４丁目２１７７番２０１

「七里ガ浜東４－１３－１１」

建築中 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

西鎌倉
腰越字猫池ケ谷１３３０番３３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

大船
玉縄５丁目２８番６

住宅 中小規模一般住宅が多い
既存の住宅地域

江ノ島
腰越３丁目６番１

「腰越３－１９－１７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

西鎌倉
西鎌倉２丁目１０２８番５０

「西鎌倉２－１１－２２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

西鎌倉
津字丹後ヶ谷６０２番４４

住宅 中規模一般住宅が多い丘
陵地の住宅地域

北鎌倉
山ノ内字東瓜ケ谷１１８３番３２外

住宅 一般住宅、アパートが混
在する住宅地域

大船
岩瀬１丁目３８１番３２

「岩瀬１－２３－２７」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

富士見町
山崎字前田１１７０番２

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

湘南深沢
梶原２丁目８４７番１７

「梶原２－５－４」
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鎌倉 鎌倉市 北西　      8m 水道
214,000 318    1:2   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 18 Ｗ2     850m 準防 高度

鎌倉 鎌倉市 北西　      6m 水道
338,000 232    1:2   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  - 19 Ｗ1     360m 　　 　　

鎌倉 鎌倉市 台形 南　　駅前広場 水道
1,240,000 198    1:1.5 道路 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ4 駅前広場接面 防火 　　

鎌倉 鎌倉市 北東　    8.2m 水道
250,000 109    1:2.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ3     170m 準防 　　

鎌倉 鎌倉市 北西　    5.5m 水道
348,000 187    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ4     230m 防火 　　

鎌倉 鎌倉市 南　　     11m 水道
557,000 432    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ3F1B      80m 防火 　　

鎌倉 鎌倉市 南西　      8m 水道
105,000 7,994  1.2:1   市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ1       2km 　　 　　

三方路
鎌倉 鎌倉市 台形 南西　    4.5m 水道 「調区」

113,000 283    1:2.5 市道
　 (  40,  80)

(県)10-  1 Ｗ2     3.7km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南　　    4.9m 水道
149,000 212  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     600m 　　 　　

藤沢 藤沢市 南　　      6m 水道
242,000 263    1:2   市道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     260m 準防 　　

藤沢 藤沢市 南東　    5.5m 水道
289,000 238  1.5:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     450m 　　 　　

藤沢 藤沢市 西　　      6m 水道
222,000 153    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     900m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大船
玉縄１丁目５番８

店舗 中層の銀行、店舗ビル等
が建ち並ぶ駅前の商業地
域

鎌倉
小町１丁目１０８番２

「小町１－６－２０」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

鎌倉
小町１丁目３４２番２

「小町１－１１－１３」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗、飲
食店等が建ち並ぶ駅近の
商業地域

鎌倉
御成町７５１番４外

「御成町５－３９」

店舗兼住宅 店舗、飲食店等が建ち並
ぶ県道沿いの商業地域

北鎌倉
山ノ内字宮下小路７５３番６

倉庫 中小規模の工場、倉庫等
が建ち並ぶ工業地域

大船
岩瀬字下土腐１１２０番１

店舗兼事務所 中層の店舗ビル等が多い
駅至近の商業地域

鎌倉
御成町１２９番７

「御成町１２－８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

長後
長後字天神添１５３７番２２

住宅 一般住宅が見られる丘陵
地の山林に囲まれた住宅
地域

鎌倉
鎌倉山１丁目１６２８番８

「鎌倉山１－２０－６」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

鵠沼海岸
鵠沼松が岡５丁目６３４０番３１

「鵠沼松が岡５－１２－９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ駅に近い住宅地域

湘南台
湘南台４丁目２番１７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

湘南台
湘南台７丁目２２番１９
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藤沢 藤沢市 北西　      5m 水道
176,000 176    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 ＬＳ2     800m 　　 　　

藤沢 藤沢市 南東　    3.9m 水道
168,000 182    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  -  6 Ｗ2     1.7km 　　 　　

藤沢 藤沢市 西　　    4.4m 水道
187,000 218    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     180m 　　 　　

藤沢 藤沢市 西　　      6m 水道
167,000 161    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  8 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南西　      4m 水道
187,000 120    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     950m 準防 　　

藤沢 藤沢市 西　　    4.2m 水道
142,000 191    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 10 ＬＳ2     3.9km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南　　      4m 水道
185,000 290    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     650m 　　 　　

藤沢 藤沢市 北東　    4.3m 水道
159,000 100    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     850m 準防 　　

藤沢 藤沢市 西　　      4m 水道
147,000 185  1.2:1   市道 １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 13 Ｗ2     700m 　　 　　

藤沢 藤沢市 北　　      6m 水道
235,000 172    1:1.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     350m 準防 　　

藤沢 藤沢市 北　　      4m 水道
163,000 165    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2       2km 準防 　　

藤沢 藤沢市 南西　      6m 水道
162,000 216    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 16 Ｗ2     2.6km 　　 　　

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅
地域

六会日大前
亀井野３丁目１５番１１

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する駅に近い住
宅地域

六会日大前
亀井野字西谷１０６５番１６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

藤沢
大鋸３丁目７２０番２６外

「大鋸３－４－１１」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

辻堂
羽鳥１丁目１２９番３１

「羽鳥１－４－７」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

善行
善行坂１丁目３９３４番５６

「善行坂１－１６－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした閑静な
住宅地域

善行
善行２丁目１２番１４

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

湘南台
遠藤字南原８２１番１２

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ住宅地域

長後
高倉字上原８９２番１６

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の新興住宅地域

藤沢本町
みその台５２９８番２７

「みその台２－６」

住宅 一般住宅のほかに工場等
も見られる区画整理済の
住宅地域

湘南台
石川５丁目３番６

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する区画整然と
した住宅地域

湘南台
湘南台５丁目３番９

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

藤沢
渡内２丁目３１２番５

「渡内２－１７－３１」
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藤沢 藤沢市 北西　    5.4m 水道
201,000 228  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     900m 準防 　　

藤沢 藤沢市 南　　      4m 水道
171,000 143  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 18 Ｗ2     1.4km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南東　      4m 水道
260,000 194    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 19 Ｗ2     520m 準防 　　

藤沢 藤沢市 西　　      4m 水道
244,000 204    1:1.2 私道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 20 Ｗ2     300m 　　 　　

藤沢 藤沢市 南西　      4m 水道
166,000 124    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 21 ＬＳ2     1.2km 　　 　　

藤沢 藤沢市 台形 南東　    5.5m 水道
187,000 167    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 22 Ｗ2     700m 準防 　　

藤沢 藤沢市 東　　      4m 水道
218,000 209    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 23 Ｗ2       1km 　　 　　

藤沢 藤沢市 北西　    4.2m 水道
188,000 242    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50,  80)
(県)  - 24 Ｗ2     1.7km 　　 　　

藤沢 藤沢市 北西　    5.2m 水道
218,000 217    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 25 Ｗ2     800m 　　 　　

藤沢 藤沢市 南西　    3.7m 水道
256,000 264    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 26 Ｗ2     520m 　　 　　

藤沢 藤沢市 東　　      4m 水道
213,000 187    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 27 ＬＳ2     2.3km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南東　      4m 水道
251,000 155    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  - 28 Ｗ2F1B     420m 　　 　　

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

藤沢
川名１丁目１６８番３

「川名１－６－２０」

住宅 中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

藤沢
鵠沼花沢町１８００番３２

「鵠沼花沢町１２－９」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ区画整然とした住宅
地域

藤沢
西富２丁目１９７番２５

「西富２－５－５」

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

藤沢本町
白旗２丁目２２３１番２６

「白旗２－１７－２９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

柳小路
鵠沼藤が谷１丁目７２００番２８９

「鵠沼藤が谷１－１０－７」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

鵠沼海岸
鵠沼海岸６丁目４２０８番１６

「鵠沼海岸６－１６－６」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

藤沢本町
本町２丁目１１４５番６

「本町２－１０－１」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

本鵠沼
本鵠沼１丁目２７５９番８

「本鵠沼１－１３－３１」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

辻堂
羽鳥５丁目９０１番１５９

「羽鳥５－５－９」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

藤沢
辻堂太平台２丁目５０６８番２２

「辻堂太平台２－１２－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

鵠沼
鵠沼松が岡２丁目６７１１番１０１

「鵠沼松が岡２－６－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い郊
外の閑静な住宅地域

鵠沼海岸
鵠沼海岸１丁目６６５０番１４

「鵠沼海岸１－１４－１５」
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藤沢 藤沢市 西　　    3.8m 水道
255,000 221    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 29 Ｗ2     700m 　　 　　

藤沢 藤沢市 南　　    5.5m 水道
231,000 192    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  - 30 Ｗ2     1.6km 　　 　　

藤沢 藤沢市 南　　    1.8m 水道
68,300 2,350  1.2:1   市道 １低専

未舗装 下水 (  50,  80)
(県) 3-  1     1.1km 　　 　　

藤沢 藤沢市 北　　     15m 水道
233,000 241    1:2.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ4     150m 準防 　　

藤沢 藤沢市 北　　     16m 水道
266,000 276    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 ＲＣ4     270m 準防 　　

藤沢 藤沢市 南西　     17m 水道
228,000 295    1:2   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  3 Ｓ3     850m 準防 　　

藤沢 藤沢市 東　　      6m 水道
623,000 193    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ5     350m 準防 　　

藤沢 藤沢市 台形 東　　駅前広場 水道
1,110,000 560    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  5 ＲＣ5F1B 駅前広場接面 防火 　　

三方路
藤沢 藤沢市 南西　   31.4m 水道

355,000 1,034    1:2   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  6 Ｓ2     550m 準防 　　
背面道

藤沢 藤沢市 北西　      4m 水道
292,000 252    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  7 ＲＣ3     200m 準防 　　

藤沢 藤沢市 南西　     12m 水道
512,000 221    1:1.5 市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  8 Ｓ5 北西     300m 準防 　　

側道
藤沢 藤沢市 東　　      9m 水道

237,000 122    1:1.2 市道 ガス 商業
＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  9 Ｗ2      70m 準防 　　

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

本鵠沼
鵠沼桜が岡１丁目２４７２番３９

「鵠沼桜が岡１－２－２３」

畑 周辺が宅地化している、
畑が多い宅地見込地域

六会日大前
亀井野字下屋敷添１４８８番外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ海岸に近い住宅地域

鵠沼海岸
辻堂東海岸４丁目１１番９

「辻堂東海岸４－１１－２１」

店舗兼共同住
宅

店舗と中層の店舗兼共同
住宅が混在する商業地域

六会日大前
亀井野２丁目３番２

事務所兼住宅 低層の店舗、営業所等が
多い駅に近い商業地域

善行
善行１丁目５番９

店舗兼事務所 中層の店舗ビルが建ち並
ぶ繁華な商業地域

藤沢
鵠沼石上１丁目７番５外

「鵠沼石上１－７－４」

店舗兼住宅 小売店舗、営業所等が建
ち並ぶ国道沿いの路線商
業地域

藤沢
藤沢１丁目７３８番１外

「藤沢１－１－５」

店舗 中規模の飲食店、ホテル
等が建ち並ぶ国道沿いの
商業地域

片瀬江ノ島
片瀬海岸３丁目２９３２番７４４外

「片瀬海岸３－２２－１７」

銀行兼店舗 中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ中心的商業地域

藤沢
藤沢字東横須賀４６０番８外

店舗、事務所
兼住宅

中層の店舗ビルが建ち並
ぶ繁華な商業地域

藤沢
藤沢字東横須賀５３２番４

店舗、倉庫兼
住宅

小規模の小売店舗、飲食
店が建ち並ぶ海に近い商
業地域

片瀬江ノ島
片瀬海岸１丁目２８７８番１１外

「片瀬海岸１－１２－２３」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗が多い
駅裏の近隣商業地域

長後
下土棚字新屋敷４６８番９
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藤沢 藤沢市 北西　      6m 水道
101,000 991    1:1.5 市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1     3.5km 　　 　　

藤沢 藤沢市 不整形 北西　    5.5m 水道
99,700 4,955    1:1.2 市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ4       1km 　　 　　

三方路
藤沢 藤沢市 北　　      6m 水道 「調区」

75,300 179    1:1.5 市道
　 (  50,  80)

(県)10-  1 Ｗ1     4.5km 　　 　　
背面道

小田原 小田原市 南　　    4.8m 水道
89,600 135    1:1.5 市道 ガス １低専

　 (  60, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     3.5km 　　 　　

小田原 小田原市 東　　      6m 水道
160,000 169    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     650m 準防 高度

小田原 小田原市 東　　      4m 水道
134,000 212    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ2     1.1km 準防 高度

背面道
小田原 小田原市 北　　      4m 水道

115,000 130    1:1.2 道路 ガス １低専
　 下水 (  60, 150)

(県)  -  4 Ｓ2     730m 　　 　　

小田原 小田原市 東　　    3.5m 水道
114,000 186    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  5 ＬＳ2     800m 　　 　　

小田原 小田原市 北　　      6m 水道
124,000 118    1:1.5 道路 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 ＬＳ2     600m 準防 高度

小田原 小田原市 南　　    5.5m 水道
120,000 201    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2 東     2.2km 準防 高度

側道
小田原 小田原市 西　　      5m 水道

145,000 115    1:2   市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 150)

(県)  -  8 Ｗ2     450m 　　 高度

小田原 小田原市 南東　      4m 水道
119,000 195    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     2.2km 準防 高度

工場 中小規模の工場、倉庫が
建ち並ぶ工業地域

湘南台
遠藤字北原２０１０番３

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する農地の多い住宅地
域

長後
葛原字下滝谷１６１３番３

工場、事務所
兼住宅

中小規模の工場のほかに
住宅も見られる工業地域

藤沢
川名２丁目２８２番１外

「川名２－３－２５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

鴨宮
南鴨宮３丁目２８番３

「南鴨宮３－２８－８」

住宅 小規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

二宮
小竹字神福５８６番１４

住宅 中小規模一般住宅等が建
ち並ぶ住宅地域

箱根板橋
板橋字香林寺山９０５番１３

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

鴨宮
中里字桜屋１１０番８

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

栢山
栢山字中新田２４０１番１６

住宅 農家住宅、中小規模一般
住宅が混在する住宅地域

栢山
曽比字桑木畑２４５６番２

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

螢田

蓮正寺字大町１４９番９

住宅 中規模住宅が多く見られ
る印刷局近くの住宅地域

国府津
小八幡１丁目５４８番９外

「小八幡１－８－３９」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

小田原
東町４丁目２２５番２

「東町４－３－２６」
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小田原 小田原市 北東　    3.6m 水道
116,000 165    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 10 Ｗ2       1km 　　 高度

小田原 小田原市 南　　    4.8m 水道
132,000 228    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2 西     1.1km 準防 高度

側道
小田原 小田原市 東　　      4m 水道

123,000 166  1.2:1   私道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  - 12 Ｗ2     350m 準防 高度

小田原 小田原市 東　　    4.6m 水道
133,000 147    1:1.2 道路 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     550m 準防 高度

小田原 小田原市 　　　
36,500 875    1:1.5 １中専

　 (  60, 150)
(県) 3-  1       1km 　　 高度

小田原 小田原市 南　　     16m 水道
146,000 127    1:4   国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ4     120m 準防 高度

小田原 小田原市 北東　    5.5m 水道
206,000 228    1:2   市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2      80m 準防 高度

小田原 小田原市 西　　     21m 水道
170,000 182    1:1.5 国道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ2     900m 防火 高度

小田原 小田原市 西　　     12m 水道
240,000 260    1:4.5 国道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 ＲＣ6     400m 防火 高度

小田原 小田原市 台形 南　　     15m 水道
141,000 110    1:1.5 国道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  5 Ｗ2 東     150m 準防 高度

側道
小田原 小田原市 南東　   12.5m 水道

131,000 293    1:2   国道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  6 Ｓ2     1.9km 準防 高度
背面道

小田原 小田原市 北　　     15m 水道
373,000 161    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  7 ＲＣ4F1B     200m 防火 高度

背面道

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ丘陵地の既存の住宅
地域

足柄
久野字北窪下８８０番４

住宅 中小規模一般住宅を中心
に、貸家、アパート等が
混在する住宅地域

富水
堀之内字薊田１７番５外

住宅 中規模一般住宅のほかに
アパート等も見られる既
成住宅地域

小田原
荻窪字飛海道５２６番２

畑及び果樹園 住宅地に近い畑等が多い
宅地見込地域

下曽我
千代字吉添７４番ロ外

住宅 一般住宅のほかに空地が
見られる住宅地域

足柄
久野字川端１８９番３

店舗兼共同住
宅

小売店舗等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

鴨宮
鴨宮字下耕地２５番６

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ国
道沿いの商業地域

国府津
国府津３丁目１２８２番１２外

「国府津３－７－１２」

店舗、事務所
兼共同住宅

中層の店舗、事務所等が
多い国道沿いの商業地域

小田原
栄町２丁目１２２番１

「栄町２－１２－４」

事務所兼倉庫 店舗、営業所等が建ち並
ぶ国道沿いの商業地域

小田原
本町２丁目２１４番７外

「本町２－１０－２４」

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅等が
混在する国道沿いの路線
商業地域

鴨宮
酒匂５丁目５０５番

「酒匂５－５－２８」

店舗兼住宅 低層の小売店舗等が建ち
並ぶ国道沿いの商業地域

箱根板橋
板橋字中瀬１８０番７

事務所兼住宅 中層の店舗、事務所ビル
が建ち並ぶ商業地域

小田原
栄町１丁目６８７番１７

「栄町１－６－２７」
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小田原 小田原市 東　　     12m 水道
162,000 122    1:2   市道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  8 Ｓ3     550m 準防 高度

小田原 小田原市 西　　      4m 水道
143,000 132  1.2:1   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2     830m 　　 高度

小田原 小田原市 台形 東　　     16m 水道
60,000 10,233    1:1   市道 ガス 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     2.3km 　　 高度

三方路
小田原 小田原市 台形 北　　    3.6m 水道 「調区」

43,000 298    1:1.5 市道
　 (  50, 100)

(県)10-  1 ＬＳ2     4.3km 　　 　　

小田原 小田原市 東　　      7m 水道 「調区」
50,500 489    1:1.5 県道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2     1.8km 　　 　　

小田原 小田原市 南西　      4m 水道 「調区」
57,200 493  1.2:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  3 Ｗ2 北西     1.2km 　　 　　

側道
茅ケ崎 茅ケ崎市 南　　    5.5m 水道

197,000 165    1:1.2 市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 ＬＳ2     1.2km 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 北西　      4m 水道
254,000 209    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     1.4km 　　 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 東　　    5.2m 水道
231,000 148    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 ＬＳ3     550m 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 台形 東　　    4.5m 水道
237,000 160    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     2.3km 　　 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 西　　      6m 水道
180,000 174    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.4km 　　 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 北東　      5m 水道
163,000 177    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.6km 準防 高度

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ既
成商業地域

小田原
栄町２丁目５５０番５外

「栄町２－１５－２２」

工場 中規模工場のほかに店舗
等も見られる工業地域

鴨宮
高田字南原２８８番１外

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

小田原
中町１丁目２１番１５

「中町１－８－２」

農家住宅 農家住宅が多い県道沿い
の住宅地域

下曽我
西大友字栄４６０番１外

住宅 農家住宅、一般住宅、農
地が混在する住宅地域

二宮
小竹字西下川原３５１番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

辻堂
菱沼３丁目１５５番４

「菱沼３－９－２４」

住宅 農家住宅、一般住宅のほ
かに農地も見られる住宅
地域

栢山
曽比字上屋敷２８０８番

住宅 中規模一般住宅が多い駅
に近い住宅地域

茅ケ崎
十間坂１丁目５２６１番５

「十間坂１－４－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

茅ケ崎
中海岸４丁目１１６８５番３３

「中海岸４－１０－４１」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

茅ケ崎
高田３丁目１０３番５

「高田３－１４－５」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

茅ケ崎
白浜町６６７７番２４

「白浜町１－１６」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

茅ケ崎
松尾字金立１９６番１

「松尾７－１８」
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茅ケ崎 茅ケ崎市 東　　      4m 水道
151,000 264    1:1.2 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     450m 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 北　　    5.5m 水道
190,000 140    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2       1km 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 台形 北　　      4m 水道
141,000 216    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     1.1km 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 北　　      4m 水道
160,000 202    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     2.2km 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 南　　    5.5m 水道
186,000 175    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 Ｗ2     1.8km 　　 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 台形 北東　    3.8m 水道
246,000 137  1.2:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     840m 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 西　　      8m 水道
240,000 271    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 13 Ｗ2       2km 　　 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 西　　      4m 水道
224,000 148    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 150)
(県)  - 14 Ｗ2     1.8km 準防 　　

茅ケ崎 茅ケ崎市 東　　    8.5m 水道
283,000 137    1:3   県道 ガス 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     290m 準防 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 南東　   13.5m 水道
387,000 111    1:2   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ3     140m 防火 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 南東　    4.2m 水道
122,000 276    1:2   市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2     4.4km 　　 高度

茅ケ崎 茅ケ崎市 南　　      5m 水道 「調区」
72,000 561    1:1.5 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     1.7km 　　 　　

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

香川
香川６丁目１２８８番３外

「香川６－１６－２０」

住宅 中小規模一般住宅のほか
にアパートも見られる住
宅地域

香川
甘沼字向原９３２番３外

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

茅ケ崎
本村４丁目１４７３番８

「本村４－９－２６」

住宅 中規模一般住宅等が多い
区画整然とした住宅地域

茅ケ崎
浜之郷字登象９９０番５６

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

茅ケ崎
浜之郷字本社３６９番２外

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

辻堂
緑が浜５７８６番１２

「緑が浜３－２８」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

茅ケ崎
共恵２丁目１１９３５番１１外

「共恵２－４－３４」

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗等が
建ち並ぶ路線商業地域

茅ケ崎
東海岸北１丁目１０３３０番２８

「東海岸北１－３－３」

住宅 中小規模一般住宅が多い
閑静な住宅地域

辻堂
美住町２０１２番８

「美住町６－６４」

住宅 一般住宅、農家住宅、工
場等が混在する住宅地域

茅ケ崎
萩園字灰塚１２０４番３

店舗兼住宅 小売店舗、事務所等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

茅ケ崎
共恵１丁目５６８８番４

「共恵１－１－１１」

住宅 農家住宅、一般住宅、小
規模の事業所等が混在す
る住宅地域

香川
下寺尾字東方１９４１番
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茅ケ崎 茅ケ崎市 台形 北　　    3.6m 水道 「調区」
72,000 643    1:1.2 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2       3km 　　 　　

逗子 逗子市 西　　      6m 水道
169,000 116    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 　　 　　

逗子 逗子市 台形 東　　    3.8m 水道
235,000 144  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     850m 　　 　　

逗子 逗子市 南東　      5m 水道
166,000 272    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 　　 　　

逗子 逗子市 東　　    6.5m 水道
133,000 246    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     2.1km 　　 　　

逗子 逗子市 台形 北　　      4m 水道
155,000 143  1.5:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     260m 　　 　　

逗子 逗子市 南東　    4.2m 水道
153,000 252    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     2.6km 　　 　　

逗子 逗子市 北　　    4.5m 水道
230,000 184    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     700m 　　 　　

逗子 逗子市 南　　    7.3m 水道
351,000 63  1.2:1   道路 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ4     100m 準防 　　

逗子 逗子市 北東　     10m 水道
281,000 159    1:1.5 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2     150m 準防 　　

三浦 三浦市 南　　    3.7m 水道
89,500 201    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     3.1km 　　 高度

背面道
三浦 三浦市 東　　      6m 水道

109,000 185    1:1.2 市道 ガス １低専
＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ2     900m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅、農家住
宅のほかに畑も見られる
住宅地域

辻堂
赤羽根字八図３０９２番１外

住宅 中規模一般住宅が多い海
に近い住宅地域

逗子
新宿３丁目２０３８番９

「新宿３－７－１９」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

逗子
桜山６丁目１０９７番５８

「桜山６－１２－１８」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

東逗子
沼間５丁目７６５番８９

「沼間５－２０－３１」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

逗子
久木７丁目７４１番２

「久木７－１－８」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした高台の住宅地
域

逗子
小坪７丁目１１１０番４１

「小坪７－１０－１１」

住宅 中規模一般住宅のほかに
アパート等も見られる既
存の住宅地域

東逗子
沼間１丁目２０２番２９

「沼間１－９－２９」

店舗兼事務所 中低層の店舗等が建ち並
ぶ駅に近い商業地域

逗子
逗子１丁目２５１番８

「逗子１－２－８」

住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

逗子
逗子４丁目１１４０番６

「逗子４－４－８」

住宅 農家住宅、一般住宅が多
い県道背後の住宅地域

三浦海岸
南下浦町金田字水神１００１番９

店舗兼住宅 低層の店舗、飲食店等が
建ち並ぶ駅に近い幹線道
路沿いの商業地域

新逗子
逗子６丁目９６２番２外

「逗子６－４－７」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

三崎口
初声町下宮田字沓形１０７９番１０４
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三浦 三浦市 北西　      5m 水道
119,000 139    1:1.5 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     500m 　　 高度

三浦 三浦市 北東　    6.2m 水道
87,800 194    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2       5km 　　 高度

三浦 三浦市 北西　    9.5m 水道
100,000 150    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.9km 　　 　　

三浦 三浦市 南東　    6.2m 水道
134,000 176    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     420m 　　 高度

三浦 三浦市 台形 北東　     12m 水道
200,000 214    1:1.5 県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     180m 　　 高度

三浦 三浦市 不整形 南　　    3.2m 水道 「調区」
47,600 495    1:1.2 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2 南西     1.7km 　　 　　

側道
三浦 三浦市 北西　      4m 水道 「調区」

41,000 239  1.2:1   市道
　 (  50, 100)

(県)10-  2 Ｗ2       6km 　　 　　

秦野 秦野市 東　　    4.7m 水道
87,100 257    1:1.2 市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     2.9km 　　 　　

秦野 秦野市 北西　      4m 水道
115,000 168    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     360m 準防 　　

秦野 秦野市 北東　    6.1m 水道
95,400 184    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 ＬＳ2     1.3km 　　 　　

秦野 秦野市 南　　    5.2m 水道
121,000 152    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     800m 準防 　　

秦野 秦野市 北　　    5.3m 水道
89,400 117    1:1.2 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     1.1km 準防 　　

住宅 一般住宅、保養所等が混
在する住宅地域

三浦海岸
南下浦町上宮田字芝原１１９５番５

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

三崎口
三崎町小網代字脇小屋７３番６６

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした分譲住
宅地域

三崎口
尾上町１２１０番７４

「尾上町６－１３」

銀行 小売店舗等が多い駅に近
い路線商業地域

三浦海岸
南下浦町上宮田字大芝原３２５３番７

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

三浦海岸
南下浦町上宮田字青木田１５２８番７
２

住宅 農地の中に農家住宅、一
般住宅が見られる住宅地
域

三浦海岸
南下浦町松輪字谷戸１６７５番３外

住宅 農地の中に農家住宅が見
られる住宅地域

三浦海岸
初声町高円坊字仲尾６２３番１

住宅 一般住宅のほかに旅館等
も見られる住宅地域

鶴巻温泉
鶴巻北３丁目１９５９番１０

「鶴巻北３－２－２３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

秦野
西田原字仲原１６６番３

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

秦野
今泉字諏訪下４７８番７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東海大学前
北矢名字おおね台６６６番１４３

住宅 中小規模一般住宅と農地
が混在する住宅地域

渋沢
渋沢字下開戸１１０９番７外
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秦野 秦野市 東　　      4m 水道
117,000 187    1:2   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     550m 準防 　　

秦野 秦野市 西　　      4m 水道
115,000 215    1:1.5 市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     1.7km 準防 　　

秦野 秦野市 北東　    4.8m 水道
98,500 140    1:1.2 私道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 Ｗ2     1.8km 　　 　　

秦野 秦野市 不整形 西　　      3m 水道
116,000 263    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     750m 準防 　　

秦野 秦野市 南東　    4.3m 水道
111,000 147    1:1   市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     850m 準防 　　

秦野 秦野市 北東　    6.3m 水道
111,000 160    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     1.1km 準防 　　

秦野 秦野市 南西　    4.6m 水道
98,000 146  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 12 Ｗ2     2.3km 準防 　　

秦野 秦野市 北東　      4m 水道
113,000 231    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 Ｗ2     570m 準防 　　

秦野 秦野市 北　　    4.6m 水道
103,000 150  1.2:1   市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2     1.1km 準防 　　

秦野 秦野市 南　　駅前広場 水道
209,000 1,565    2:1   市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＳＲＣ10 東 駅前広場接面 防火 　　

側道
秦野 秦野市 南西　   10.5m 水道

245,000 241  1.5:1   市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 500)

(県) 5-  2 ＲＣ8F1B     200m 防火 　　
背面道

秦野 秦野市 北西　     12m 水道
179,000 171    1:3   県道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 Ｓ2     450m 防火 　　

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

渋沢
柳町２丁目１４番１５

「柳町２－８－５」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

秦野
曽屋字上加茂３６０３番１８

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

秦野
清水町９１０番２０

「清水町６－１２」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

東海大学前
南矢名５丁目２０６６番９

「南矢名５－４－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ利便性の良い住宅地域

秦野
元町２９７８番１

「元町６－７」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ南傾斜の住宅地域

秦野
曽屋字淨屋６８３番９外

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート等が混在する住宅
地域

秦野
水神町１６３０番４

「水神町２－１２」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既
成住宅地域

渋沢
沼代新町５２３番１外

「沼代新町７－２２」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

鶴巻温泉
鶴巻南５丁目５９２番６

「鶴巻南５－５－５」

店舗兼事務所 小売店舗、中層の事務所
ビル等が建ち並ぶ商業地
域

秦野
本町２丁目２６７２番３０

「本町２－１－３２」

店舗兼共同住
宅

店舗及びマンション等が
建ち並ぶ駅前商業地域

鶴巻温泉
鶴巻北２丁目１１７６番１

「鶴巻北２－２－１」

店舗兼事務所 中低層店舗併用事務所等
が建ち並ぶ商業地域

秦野
本町１丁目２６０７番３９

「本町１－４－１０」
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秦野 秦野市 南　　     11m 水道
146,000 176  1.2:1   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  4 Ｓ3     150m 準防 　　

秦野 秦野市 南東　    4.8m 水道
111,000 159  1.2:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

秦野 秦野市 南西　     20m 水道
48,000 13,110    2:1   県道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 ＲＣ6     950m 　　 　　

三方路
秦野 秦野市 不整形 南東　      6m 水道 「調区」

30,900 1,116    1:1.5 市道 ガス
　 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ1     3.4km 　　 　　
三方路

秦野 秦野市 西　　    3.5m 水道 「調区」
37,600 642    2:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2     3.5km 　　 　　

秦野 秦野市 南西　      7m 水道 「調区」
37,000 1,365    1:1.5 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  3 Ｗ2     3.2km 　　 　　

秦野 秦野市 西　　    2.6m 水道 「調区」
36,600 1,285    1:1.2 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  4 Ｗ2 南     1.8km 　　 　　

側道
厚木 厚木市 北　　    4.5m 水道

166,000 243    1:1   市道 ガス １中専
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  1 Ｗ2     1.4km 準防 　　

厚木 厚木市 南　　    4.8m 水道
158,000 200  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2 東     1.4km 準防 　　

側道
厚木 厚木市 北　　      6m 水道

116,000 159    1:1.5 市道 ガス １住居
　 下水 (  60, 200)

(県)  -  3 Ｗ2     3.3km 準防 　　

厚木 厚木市 西　　      6m 水道
127,000 132    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     2.7km 準防 　　

厚木 厚木市 南東　    4.7m 水道
132,000 130    1:1.2 私道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     2.4km 準防 　　

住宅兼事務所
兼店舗

低層店舗、事務所ビルが
建ち並ぶ商業地域

渋沢
柳町１丁目１１４番６

「柳町１－４－７」

倉庫 工場、倉庫及び配送セン
ター等が建ち並ぶ工業地
域

渋沢
堀山下字荒井ヶ谷戸３２０番２外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

秦野
曽屋２丁目１９６５番２０

「曽屋２－４－３」

住宅 農家住宅のほかに一般住
宅も見られる住宅地域

秦野
寺山字外清水４９０番１

住宅 中規模農家住宅が建ち並
ぶ住宅地域

渋沢
平沢字稲荷開戸２２１３番２外

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

渋沢
千村字平開戸５３５番外

住宅 中規模の農家住宅が建ち
並ぶ住宅地域

渋沢
堀西字上森戸１４９０番１

住宅 一般住宅、アパート、マ
ンションのほかに空地も
見られる住宅地域

本厚木
松枝１丁目２０９３番１０外

「松枝１－９－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

本厚木
南町５３５番１６

「南町２６－１０」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

本厚木
妻田西２丁目１３９３番１０

「妻田西２－１２－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

本厚木
酒井字三田２５６８番４外

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

本厚木
戸室４丁目７８９番２１

「戸室４－２０－７７」
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厚木 厚木市 南　　      4m 水道
141,000 100    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.4km 準防 　　

厚木 厚木市 北東　    4.7m 水道
121,000 163    1:1.2 市道 ガス ２住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  7 Ｗ2     3.5km 準防 　　

厚木 厚木市 西　　      4m 水道
134,000 147    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     730m 準防 　　

厚木 厚木市 北東　      4m 水道
97,500 149  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 ＬＳ3     5.6km 準防 　　

厚木 厚木市 北　　    4.1m 水道
106,000 140    1:1.2 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     4.4km 準防 　　

厚木 厚木市 南西　    6.5m 水道
80,900 155    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  - 11 ＬＳ2       9km 　　 　　

厚木 厚木市 東　　    4.7m 水道
212,000 215    1:1   市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 12 Ｗ2     720m 　　 　　

厚木 厚木市 北　　    4.1m 水道
78,600 149    1:1.2 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 13 ＬＳ2     9.5km 準防 　　

厚木 厚木市 南西　    4.5m 水道
105,000 150    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 14 Ｗ2       5km 準防 　　

厚木 厚木市 南　　      4m 水道
115,000 159    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 15 Ｗ2     3.8km 準防 　　

厚木 厚木市 北　　    4.5m 水道
110,000 173    1:1.5 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  - 16 Ｗ2     4.4km 　　 　　

厚木 厚木市 南東　      4m 水道
128,000 228    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  - 17 Ｗ2     2.2km 準防 　　

住宅 中小規模一般住宅のほか
に空地等も見られる住宅
地域

本厚木
恩名２丁目８５２番５

「恩名２－１８－１９」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

愛甲石田
愛甲字堂山５５２番１０

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

本厚木
長谷字清水１０５５番１４

住宅 中小規模一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

本厚木
飯山字駒ケ原２６３４番２９

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

本厚木
下荻野字新宿１４４７番３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ整然とした住宅地域

本厚木
旭町５丁目１９７番１３外

「旭町５－２３－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ郊外の閑静な住宅地域

本厚木
まつかげ台１１１５番３０９

「まつかげ台２４－５」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ高台
の区画整然とした分譲住
宅地域

本厚木
飯山字登山１６４５番３３

住宅 中小規模一般住宅のほか
に空地等も多く見られる
住宅地域

本厚木
上依知字上谷戸４１２番１

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

本厚木
毛利台２丁目１４０５番１７８

「毛利台２－１３－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既存の住宅地域

本厚木
三田南２丁目１１４６番８

「三田南２－１６－１６」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

本厚木
妻田東１丁目２２９５番３

「妻田東１－１８－２３」
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厚木 厚木市 北西　     16m 水道
724,000 250    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 600)
(県) 5-  1 ＲＣ5 北東 近接 防火 　　

側道
厚木 厚木市 南東　      6m 水道

431,000 249    1:1.5 市道 ガス 商業
　 下水 (  80, 600)

(県) 5-  2 ＲＣ4F1B      60m 防火 　　

厚木 厚木市 台形 南　　     18m 水道
196,000 825  1.5:1   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  3 ＳＲＣ13 東     800m 防火 　　

側道
厚木 厚木市 東　　     30m 水道

185,000 770    2:1   国道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  4 ＳＲＣ10     1.2km 防火 　　

厚木 厚木市 南西　     18m 水道
423,000 165    1:2   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  5 ＲＣ4     340m 防火 　　

厚木 厚木市 東　　     28m 水道
130,000 829    1:1.2 国道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 ＬＳ1     2.5km 　　 　　

厚木 厚木市 北　　     12m 水道
98,500 1,497  1.5:1   県道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｓ2     2.8km 　　 　　

厚木 厚木市 東　　     14m 水道
48,500 6,149    2:1   市道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     9.2km 　　 　　

厚木 厚木市 南東　    4.5m 水道 「調区」
49,500 386    1:2.5 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     6.3km 　　 　　

厚木 厚木市 東　　    5.8m 水道 「調区」
41,200 623  1.5:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ2       8km 　　 　　

厚木 厚木市 南東　      4m 水道 「調区」
44,800 644    1:1   市道 ガス

　 (  50, 100)
(県)10-  3 Ｗ2     6.5km 　　 　　

大和 大和市 西　　      5m 水道
212,000 155  1.5:1   市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     470m 準防 　　

店舗兼事務所 中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ中心的商業地域

本厚木
中町２丁目９１６番

「中町２－１－７」

店舗兼共同住
宅

低層店舗、マンション等
が混在する路線商業地域

本厚木
東町２５６７番１

「東町１－１８」

店舗兼事務所 中層の飲食店、小売店舗
等が建ち並ぶ駅前の商業
地域

本厚木
旭町１丁目５番

「旭町１－１－４」

店舗兼住宅 中層の店舗ビル等が建ち
並ぶ中心的商業地域

本厚木
中町３丁目６７６番２

「中町３－１３－２」

店舗、事務所
兼共同住宅

商業ビル、中層共同住宅
が建ち並ぶ路線商業地域

本厚木
水引２丁目１３５番１

「水引２－７－３８」

倉庫兼事務所 倉庫、営業所等が混在す
る工業地域

本厚木
酒井字前田３１４２番外

店舗兼工場 大規模店舗、店舗兼工場
等が多い路線商業地域

本厚木
妻田北１丁目１５１０番１外

「妻田北１－７－３」

住宅 中規模一般住宅、農家住
宅等が混在する農地に囲
まれた住宅地域

本厚木
下荻野字寺之下１０４番４

工場 大規模な工場、倉庫等が
建ち並ぶ区画整然とした
工業地域

本厚木
上依知字上ノ原３０１４番

住宅 大規模な農家住宅が多い
住宅地域

本厚木
小野字上村１０５１番

住宅 農家住宅、中規模一般住
宅が混在する農地に囲ま
れた住宅地域

本厚木
下川入字十二ノ域１００２番

住宅 一般住宅のほかアパート
も混在する既成住宅地域

中央林間
中央林間５丁目４４１８番２８

「中央林間５－５－２３」
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大和 大和市 北西　    5.1m 水道
204,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     680m 　　 　　

大和 大和市 東　　      4m 水道
153,000 193    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  3 Ｗ2     550m 　　 　　

大和 大和市 西　　      4m 水道
155,000 139    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     540m 準防 　　

大和 大和市 南東　      4m 水道
161,000 136    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  5 ＬＳ2     1.9km 　　 　　

大和 大和市 北　　      4m 水道
176,000 128    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     840m 準防 　　

大和 大和市 北　　      4m 水道
159,000 121    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     1.6km 　　 　　

大和 大和市 南　　      4m 水道
164,000 119    1:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  8 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

大和 大和市 北　　      4m 水道
175,000 147    1:1.5 市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  9 Ｗ2     700m 準防 　　

大和 大和市 南　　      6m 水道
177,000 141    1:1.5 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 10 Ｗ2     850m 準防 　　

大和 大和市 東　　      4m 水道
172,000 146    1:1.5 市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  - 11 Ｗ2     900m 準防 　　

大和 大和市 東　　駅前広場 水道
281,000 75    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ3F1B 駅前広場接面 防火 　　

大和 大和市 北　　     15m 水道
300,000 130    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  2 Ｓ3     180m 防火 　　

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

つきみ野
つきみ野１丁目１０番３１

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

高座渋谷
下和田字中ノ原９７７番２

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

桜ヶ丘
上和田字谷戸頭１７０７番１２

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

大和
深見台１丁目１１７５番２５

「深見台１－７－１３」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

南林間
中央林間西２丁目３８０２番５

「中央林間西２－１４－４」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

鶴間
上草柳８丁目１５５６番９５

「上草柳８－１９－３」

住宅 一般住宅のほかに空地等
も見られる住宅地域

鶴間
西鶴間８丁目３５４９番１９

「西鶴間８－５－２０」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

高座渋谷
渋谷２丁目２２番６

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

大和
中央７丁目４２８番９

「中央７－７－２１」

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

鶴間
西鶴間１丁目３１０７番７

「西鶴間１－２－９」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

大和
草柳１丁目２番３

店舗兼住宅 中層の店舗ビル、ホテル
等が多い商業地域

大和
中央１丁目５０５番４

「中央１－３－２０」
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大和 大和市 東　　    8.7m 水道
303,000 115    1:1.5 市道 ガス 近商

　 下水 (  80, 300)
(県) 5-  3 ＲＣ3     100m 準防 　　

大和 大和市 南東　     10m 水道
304,000 115    1:3   市道 ガス 商業

＊ 　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  4 Ｓ3      90m 防火 　　

大和 大和市 南　　      8m 水道
110,000 436  1.5:1   市道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ3     1.3km 　　 　　

大和 大和市 北西　      4m 水道
135,000 120    1:1.2 市道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 ＬＳ2     1.8km 　　 　　

大和 大和市 東　　   12.5m 水道
124,000 753    1:1.5 国道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2     1.2km 　　 　　

大和 大和市 西　　      5m 水道 「調区」
127,000 161    1:1   市道 ガス

　 下水 (  50, 100)
(県)10-  1 ＬＳ2       1km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 南西　    5.5m 水道
111,000 278    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     1.5km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 西　　    4.6m 水道
102,000 163  1.2:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     2.5km 準防 　　

伊勢原 伊勢原市 南　　      6m 水道
131,000 169    1:1.5 市道 ガス ２住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ1     900m 準防 　　

伊勢原 伊勢原市 西　　      6m 水道
139,000 145    1:1.5 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     600m 準防 　　

伊勢原 伊勢原市 北　　      6m 水道
108,000 189    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.1km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 南西　    4.1m 水道
150,000 151  1.5:1   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     320m 準防 　　

店舗兼住宅 中層の店舗ビル等が見ら
れる駅に近い商業地域

中央林間
中央林間４丁目４３５５番９７

「中央林間４－５－１５」

工場兼事務所 中小規模の工場、一般住
宅のほかに空地も見られ
る工業地域

相模大塚
上草柳６丁目４２９番３

「上草柳６－６－６」

店舗 中低層の雑居ビル、飲食
店等が建ち並ぶ商業地域

南林間
南林間１丁目３３４３番７５

「南林間１－８－２」

工場兼事務所 中小規模の工場、事業
所、住宅等が混在する国
道沿いの工業地域

鶴間
下鶴間２丁目２７６２番３

「下鶴間２－１１－８」

住宅 中小規模一般住宅のほか
に工場等も見られる住宅
地域

桜ヶ丘
代官３丁目４番１２

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

伊勢原
八幡台１丁目８番３

住宅 一般住宅、農家住宅のほ
かに農地も見られる住宅
地域

桜ヶ丘
上和田字新道６１３番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

伊勢原
東大竹２丁目２７番７

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

愛甲石田
下落合６２７番９

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

伊勢原
沼目４丁目４０１番３

「沼目４－１２－８」

住宅 小規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

愛甲石田
石田字塚本１４７５番７

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

伊勢原
桜台１丁目５４０番３

「桜台１－３１－３２」
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伊勢原 伊勢原市 南　　      6m 水道
106,000 175    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  7 Ｗ2     1.2km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 北東　      6m 水道
118,000 167    1:1.5 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     1.4km 準防 　　

伊勢原 伊勢原市 北東　     11m 水道
320,000 214    1:1.5 市道 商業

　 下水 (  80, 500)
(県) 5-  1 ＳＲＣ3     140m 防火 　　

伊勢原 伊勢原市 台形 北西　     18m 水道
206,000 321  1.5:1   国道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ1 南西     170m 準防 　　

側道
伊勢原 伊勢原市 北　　      5m 水道

125,000 112    1:2   市道 準工
　 下水 (  60, 200)

(県) 7-  1 Ｗ2     1.6km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 南東　     16m 水道
55,700 9,553    1:2   市道 ガス 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 ＳＲＣ6     1.6km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 西　　    4.5m 水道 「調区」
57,100 585    1:2   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     2.7km 　　 　　

伊勢原 伊勢原市 南西　      4m 水道 「調区」
57,500 330    1:2   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ1     2.5km 　　 　　

海老名 海老名市 南東　      6m 水道
146,000 207  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50,  80)
(県)  -  1 ＬＳ2     2.9km 　　 　　

海老名 海老名市 東　　    5.5m 水道
117,000 198    1:1   市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     400m 準防 　　

海老名 海老名市 南東　    4.9m 水道
147,000 242    1:1.5 市道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.1km 準防 　　

海老名 海老名市 南西　      6m 水道
172,000 177    1:1.2 市道 ガス １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.8km 準防 　　

住宅 中規模一般住宅の中にア
パ－トが混在する区画整
然とした住宅地域

鶴巻温泉
大住台２丁目５番１７

店舗兼事務所
兼住宅

店舗、事務所ビルが建ち
並ぶ駅前の商業地域

伊勢原
桜台１丁目４８５番８

「桜台１－１４－４」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

伊勢原
板戸４７７番１５

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ新興住宅地域

愛甲石田
高森字尾折越１４５０番３１

店舗 店舗、事務所等が立地す
る駅に近い国道沿いの路
線商業地域

愛甲石田
石田字一本松５９７番３

住宅 農家住宅、一般住宅等が
混在する既存の住宅地域

伊勢原
岡崎字坪ノ内５２６５番

工場兼事務所 中規模の工場が建ち並ぶ
区画整然とした工業地域

伊勢原
鈴川３７番

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

小田急海老名
国分寺台３丁目５３４５番５５

「国分寺台３－６－１２」

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する既成住宅地域

伊勢原
西富岡字下ノ田５番１２

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

小田急海老名
上郷１丁目２３７番１外

「上郷１－１９－２５」

住宅 中規模一般住宅のほかに
アパートも見られる住宅
地域

門沢橋
門沢橋２丁目７７５番２

「門沢橋２－２１－６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小田急海老名
浜田町１３番１７

「浜田町１３－１７」
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海老名 海老名市 西　　    5.1m 水道
118,000 148    1:1   市道 １住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 Ｗ2     3.1km 準防 　　

海老名 海老名市 東　　      4m 水道
140,000 129    1:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     1.1km 準防 　　

海老名 海老名市 南　　    4.7m 水道
150,000 169  1.2:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  40,  80)
(県)  -  7 Ｗ2     1.8km 　　 　　

海老名 海老名市 北東　      4m 水道
173,000 147    1:2   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 Ｗ2     400m 準防 　　

海老名 海老名市 台形 南　　     11m 水道
237,000 165    1:2   市道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ3      70m 準防 　　

海老名 海老名市 北　　     13m 水道
151,000 1,160    1:1.5 県道 ガス 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｓ4     1.2km 　　 　　

海老名 海老名市 台形 東　　      4m 水道 「調区」
55,200 625    1:1.2 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     4.4km 　　 　　

座間 座間市 南　　      4m 水道
153,000 217    1:1.2 市道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     1.4km 　　 　　

座間 座間市 西　　      4m 水道
134,000 116    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     1.8km 　　 　　

座間 座間市 北東　    4.5m 水道
161,000 208    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     1.2km 　　 　　

座間 座間市 北東　    4.5m 水道
143,000 138  1.5:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 Ｗ2     1.7km 準防 　　

座間 座間市 西　　    4.7m 水道
166,000 143    1:1   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     500m 　　 　　

住宅 小規模一般住宅のほかに
農地も見られる住宅地域

小田急海老名
今里２丁目４０８番１６

「今里２－１２－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小田急海老名
国分北３丁目４０８０番７１

「国分北３－２５－１６」

住宅 中小規模一般住宅が多い
区画整然とした住宅地域

座間
上今泉４丁目９８１番３０

「上今泉４－１３－１７」

店舗 中層の店舗ビル、銀行等
が混在する駅前の商業地
域

さがみ野
東柏ケ谷２丁目１２９７番１２

「東柏ケ谷２－２４－４」

住宅 中小規模一般住宅、共同
住宅が建ち並ぶ住宅地域

さがみ野
東柏ケ谷２丁目１６７３番４

「東柏ケ谷２－１７－３４」

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する農地の多い住宅地
域

小田急海老名
杉久保南４丁目２４８０番２

「杉久保南４－１１－８」

営業所 営業所、店舗、マンショ
ン等が混在する路線商業
地域

小田急海老名
河原口字御手作８９１番１外

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

相武台前
栗原中央１丁目２３５４番１５外

「栗原中央１－３０－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

座間
立野台３丁目３６１番３０

「立野台３－１２－９」

住宅 中小規模一般住宅の中に
アパート等が見られる住
宅地域

さがみ野
ひばりが丘３丁目６９２番１７

「ひばりが丘３－４５－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした住宅地
域

相武台前
明王９番５

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

座間
入谷４丁目２７５３番６
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座間 座間市 北　　      4m 水道
140,000 165    1:2   市道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  6 Ｗ2     1.2km 　　 　　

座間 座間市 西　　      4m 水道
134,000 116    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 150)
(県)  -  7 Ｗ2     950m 準防 　　

座間 座間市 北　　      4m 水道
169,000 148    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  8 ＬＳ3     570m 準防 　　

座間 座間市 南西　    8.2m 水道
201,000 115    1:1.5 市道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ6     240m 防火 　　

座間 座間市 台形 南西　    5.5m 水道
88,500 496    1:1.2 市道 工業

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 ＲＣ3F1B     2.6km 　　 　　

座間 座間市 東　　    6.5m 水道 「調区」
55,500 347    1:1.1 市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     1.4km 　　 　　

南足柄 南足柄市 北東　    3.9m 水道
97,900 100    1:1.5 道路 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2 南東     270m 準防 　　

側道
南足柄 南足柄市 台形 北西　      4m 水道

96,600 271  1.2:1   市道 １低専
　 下水 (  50, 100)

(県)  -  2 ＬＳ2     210m 　　 　　

南足柄 南足柄市 南西　      6m 水道
106,000 192    1:2   市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     400m 準防 　　

南足柄 南足柄市 台形 南西　      4m 水道
88,800 229  1.5:1   市道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     900m 　　 　　

南足柄 南足柄市 北　　      5m 水道
93,800 163    1:1.5 市道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 ＬＳ2     850m 準防 　　

南足柄 南足柄市 　　　 水道
30,300 970  1.2:1   １低専

　 下水 (  50, 100)
(県) 3-  1     800m 　　 　　

住宅 中規模一般住宅のほかに
農地も見られる住宅地域

かしわ台
西栗原２丁目４２８６番１

「西栗原２－１０－１８」

住宅 一般住宅とアパートが混
在する住宅地域

相武台前
緑ケ丘３丁目１４７１番３

「緑ケ丘３－３０－３６」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

相武台下
座間１丁目３０５７番６

工場、事務所
兼住宅

中小規模の工場のほかに
営業所等も見られる工業
地域

南林間
小松原１丁目５１７５番４外

「小松原１－１５－３０」

店舗兼共同住
宅

店舗ビルのほか駐車場が
見られる商業地域

小田急相模原
相模が丘５丁目４３４番４

「相模が丘５－２－３４」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既存の住宅地域

和田河原
和田河原字御手作３７８番２

住宅 農地の中に農家住宅が見
られる住宅地域

入谷
新田宿字中島７３３番２

住宅 一般住宅、アパート等の
中に空地が見られる区画
整然とした住宅地域

岩原
岩原字休心河原１４３番３

住宅 中規模一般住宅が多い既
存の住宅地域

富士フィルム前
向田字星ケ崎３５６番７

住宅 一般住宅のほかに空地が
見られる分譲住宅地域

大雄山
怒田字八幡平３１８番４

住宅 一般住宅のほかアパート
等も見られる住宅地域

和田河原
駒形新宿字東原６１番２

畑 一般住宅、畑等が混在す
る高台の宅地見込地域

和田河原
和田河原字上ノ原１２１２番
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南足柄 南足柄市 北東　      9m 水道
118,000 229    1:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     140m 準防 　　

背面道
南足柄 南足柄市 台形 南西　      5m 水道 「調区」

40,000 499    1:1   市道
　 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ1     2.4km 　　 　　

南足柄 南足柄市 台形 北　　      7m 水道 「調区」
32,300 505    2:1   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  2 Ｗ1 西       3km 　　 　　

側道
南足柄 南足柄市 台形 南東　      7m 水道 「調区」

34,000 538  1.2:1   市道
　 (  50, 100)

(県)10-  3 Ｗ2     2.6km 　　 　　

綾瀬 綾瀬市 南西　    4.5m 水道
121,000 100  1.2:1   市道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     3.6km 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 北東　      4m 水道
137,000 103    1:2   市道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     1.9km 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 北東　      4m 水道
139,000 135    1:1.2 市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     900m 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 東　　      5m 水道
133,000 181    1:1.1 市道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  4 ＬＳ2     2.7km 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 南西　      6m 水道
145,000 188    1:1.5 市道 ガス １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     1.5km 　　 　　

綾瀬 綾瀬市 南　　      4m 水道
116,000 132    1:1   市道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ2     2.9km 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 北東　     10m 水道
153,000 264    1:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｓ2     1.8km 準防 　　

綾瀬 綾瀬市 西　　     12m 水道
71,500 2,295    1:1.5 市道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1     4.4km 　　 　　

店舗兼事務所 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの商業地域

塚原
塚原字竹ノ花２５５１番３

住宅 一般住宅、農家住宅等が
建ち並ぶ既存の住宅地域

山北
内山字辰治２０６９番

住宅 農地の中に大規模な農家
住宅が見られる住宅地域

大雄山
千津島字根下１１３４番１

住宅 小規模一般住宅のほかに
アパート等も見られる住
宅地域

さがみ野
深谷上７丁目４６７７番１０

「深谷上７－３１－１６」

住宅 農地の中に農家住宅が見
られる住宅地域

相模沼田
三竹字中庭１５０番１

住宅 小規模一般住宅のほかに
アパート等も見られる住
宅地域

かしわ台
寺尾北３丁目１６６３番９０

「寺尾北３－１９－２７」

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

さがみ野
寺尾中１丁目１５０７番８

「寺尾中１－１５－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

長後
上土棚中６丁目２００９番５９

「上土棚中６－１２－３４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

小田急海老名
寺尾西３丁目１１２２番２０

「寺尾西３－７－２０」

店舗 低層の店舗、飲食店等が
建ち並ぶ県道沿いの商業
地域

さがみ野
寺尾中１丁目１５１２番２１

「寺尾中１－１７－２２」

住宅 小規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

長後
落合南２丁目９７番２３

「落合南２－１８－２４」

工場 中小規模の工場が多い内
陸型工業地域

さがみ野
深谷上８丁目６６０６番１１

「深谷上８－１８－３」
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綾瀬 綾瀬市 台形 北　　      6m 水道 「調区」
49,000 1,164    1:2   市道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     4.5km 　　 　　

葉山 三浦郡葉山町 北　　    2.5m 水道
136,000 191  1.2:1   町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     4.8km 　　 高度

葉山 三浦郡葉山町 西　　      4m 水道
155,000 221    1:1.2 町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2F1B     4.6km 　　 高度

葉山 三浦郡葉山町 北東　      4m 水道
159,000 151  1.5:1   町道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2       3km 　　 高度

葉山 三浦郡葉山町 台形 北　　    4.8m 水道
152,000 260    1:1.5 町道 １低専

＊ 　 下水 (  40,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     4.6km 　　 　　

葉山 三浦郡葉山町 南　　      4m 水道
159,000 164    1:1.5 町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  5 Ｗ2     2.5km 　　 　　

葉山 三浦郡葉山町 台形 北西　      9m 水道
195,000 117    1:1.2 県道 ガス 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ3 北     3.2km 準防 高度

側道
葉山 三浦郡葉山町 東　　    4.5m 水道 「調区」

87,500 107  1.2:1   私道
　 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ2     3.7km 　　 　　

寒川 高座郡寒川町 南　　    5.5m 水道
143,000 148    1:1.5 町道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     360m 準防 　　

寒川 高座郡寒川町 北東　      4m 水道
146,000 136    1:1.5 町道 ガス １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     750m 準防 　　

寒川 高座郡寒川町 南東　    5.2m 水道
121,000 151    1:1.5 町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     1.5km 　　 　　

寒川 高座郡寒川町 東　　    5.2m 水道
54,500 2,274    1:1.2 町道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2 南     1.8km 　　 　　

側道

住宅 農家住宅、中規模一般住
宅が混在する住宅地域

小田急海老名
吉岡字東根９９５番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ県道背後の住宅地域

逗子
一色字日影６８１番５外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

逗子
下山口字白石１４９６番ハ

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

逗子
一色字前田１２００番１４

住宅 一般住宅が多い海岸に近
い住宅地域

逗子
堀内字森戸１２００番３

店舗兼住宅 店舗、店舗兼住宅、一般
住宅等が混在する既成商
業地域

逗子
堀内字葉山９８９番５外

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした高台の住宅
地域

逗子
長柄字芳ケ久保７０５番１５０

住宅 一般住宅の中にアパート
も散見される住宅地域

寒川
一之宮１丁目１１８０番３

「一之宮１－１０－８」

住宅 中規模一般住宅のほかに
空地も見られる住宅地域

衣笠
木古庭字廣尾４５４番５

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

寒川
宮山５００番６１

住宅 中小規模の一般住宅に空
地も見られる住宅地域

寒川
岡田２４０１番４外

工場兼事務所 中規模以上の工場、倉庫
が建ち並ぶ工業地域

倉見
倉見１９１３番１
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寒川 高座郡寒川町 北　　    5.8m 水道 「調区」
62,000 368  1.2:1   町道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     1.2km 　　 　　

大磯 中郡大磯町 東　　      4m 水道
175,000 169    1:1.5 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.1km 準防 高度

大磯 中郡大磯町 北東　      5m 水道
149,000 165    1:1.2 道路 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ2     2.1km 　　 　　

大磯 中郡大磯町 北　　    4.8m 水道
110,000 191    1:1.5 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     2.7km 準防 高度

大磯 中郡大磯町 北西　    5.2m 水道
168,000 325    1:2   町道 １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     1.8km 　　 　　

背面道
大磯 中郡大磯町 北　　   12.5m 水道

135,000 234    1:3   国道 近商
　 (  80, 200)

(県) 5-  1 Ｗ2     1.9km 準防 高度
背面道

大磯 中郡大磯町 台形 北西　     10m 水道 「調区」
48,900 295    1:1   県道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     4.9km 　　 　　

二宮 中郡二宮町 東　　    5.5m 水道
94,100 281    1:1.2 町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2     2.9km 　　 　　

二宮 中郡二宮町 南　　    4.5m 水道
112,000 227    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 ＬＳ2     1.8km 準防 高度

二宮 中郡二宮町 南東　      6m 水道
142,000 132    1:1   町道 １低専

　 下水 (  60, 100)
(県)  -  3 Ｗ2     750m 　　 　　

二宮 中郡二宮町 南西　    4.8m 水道
94,500 209    1:1   町道 ガス １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  4 Ｗ2     2.8km 　　 　　

二宮 中郡二宮町 東　　      7m 水道
172,000 107    1:3.5 町道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     170m 準防 高度

住宅 一般住宅のほかに医院等
が見られる住宅地域

宮山
宮山３０３３番２

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

大磯
西小磯字町屋２８７番５９外

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

大磯
東町１丁目１９番４

「東町１－１０－１３」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

大磯
高麗２丁目５３３番１７

「高麗２－９－９」

住宅 一般住宅のほかに病院、
学校等も見られる住宅地
域

二宮
月京９９番３

「月京２３－３６」

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する県道沿いの住宅地
域

二宮
寺坂字根下６４９番１

店舗兼住宅 小売店舗、一般住宅が混
在する国道沿いの商業地
域

二宮
国府新宿字南台１０５番４外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

二宮
山西字七ケ久保５７２番３外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ区画整然とした高台の
住宅地域

二宮
百合が丘２丁目３６番６

「百合が丘２－１４－６」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

二宮
緑が丘２丁目１７番４

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

二宮
二宮字下川窪４０１番１９

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ商業地域

二宮
二宮字勝負前８８４番１１
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二宮 中郡二宮町 東　　駅前広場 水道
230,000 226  1.5:1   町道 近商

＊ 　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  2 Ｓ2 北 駅前広場接面 準防 高度

側道
二宮 中郡二宮町 台形 東　　      4m 水道 「調区」

61,000 468    1:1   町道
　 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ1     2.2km 　　 　　

中井 足柄上郡中井町 北　　    4.7m 水道
70,800 169    1:1.5 道路 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     4.5km 　　 　　

中井 足柄上郡中井町 北　　    4.5m 水道
67,600 172    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2       5km 　　 　　

中井 足柄上郡中井町 北　　    4.1m 水道 「調区」
37,100 938    1:2   町道

　 下水 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     5.1km 　　 　　

大井 足柄上郡大井町 東　　    4.6m 水道
93,500 210    1:1.5 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     480m 　　 　　

大井 足柄上郡大井町 台形 南西　      4m 水道
87,300 275    1:1   町道 １低専

　 下水 (  50, 100)
(県)  -  2 Ｗ1     900m 　　 　　

大井 足柄上郡大井町 台形 北東　     17m 水道
129,000 544    1:1.2 国道 準住居

　 下水 (  60, 200)
(県) 5-  1 Ｓ1     650m 　　 　　

大井 足柄上郡大井町 北東　      7m 水道 「調区」
39,000 798    1:1.5 町道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ2     3.1km 　　 　　

松田 足柄上郡松田町 南西　    4.2m 水道
102,000 251    1:1   町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     470m 　　 　　

松田 足柄上郡松田町 台形 南　　    3.7m 水道
111,000 211  1.5:1   町道 １中専

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     150m 　　 　　

松田 足柄上郡松田町 西　　    6.4m 水道
125,000 93    2:1   県道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 Ｗ2     160m 準防 　　

店舗 飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

二宮
二宮字西浜端２０８番１外

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

秦野
井ノ口字清太ヶ谷１８１４番８

住宅 農家住宅、一般住宅のほ
かに農地も見られる住宅
地域

二宮
川匂字前畑１５４番２

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

二宮
井ノ口字西馬場７４６番外

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

二宮
北田字田尻４４６番３外

住宅 農家住宅、一般住宅が混
在する住宅地域

相模金子
金子字根岸２９９６番１

住宅 一般住宅、共同住宅が混
在する住宅地域

相模金子
金子字市場下１５４２番５外

住宅 農家住宅、農地等が見ら
れる住宅地域

新松田
山田字今宮３５５番１

店舗 飲食店等の店舗が建ち並
ぶ国道沿いの路線商業地
域

相模金子
金子字根岸向１１４番３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ駅に近い既成住宅地域

新松田
松田惣領字壱町田１３８３番１３

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

新松田
松田惣領字川内８９２番３外

店舗 店舗等が建ち並び一部住
宅も見られる商業地域

新松田
松田惣領字観音前１１８６番３
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山北 足柄上郡山北町 東　　      6m 水道 （都）
60,000 273    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     400m 　　 　　

山北 足柄上郡山北町 北東　      6m 水道 （都）
53,500 135    1:1.5 町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     850m 　　 　　

山北 足柄上郡山北町 南　　    7.5m 水道 （都）
76,000 173    1:4   町道 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｗ2     150m 準防 　　

開成 足柄上郡開成町 南西　      6m 水道
134,000 192    1:1.2 町道 ガス １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     400m 準防 　　

開成 足柄上郡開成町 南　　      6m 水道
94,800 151    1:1.2 町道 ２低専

　 下水 (  50, 150)
(県)  -  2 Ｗ2     3.2km 　　 　　

開成 足柄上郡開成町 南西　    5.6m 水道 「調区」
38,300 501  1.5:1   町道

　 (  50, 100)
(県)10-  1 Ｗ1     3.5km 　　 　　

箱根 足柄下郡箱根町 南東　      5m 水道 （都）
20,100 615  1.5:1   私道 ２低専

　 (  40,  80)
(県)  -  1 Ｗ2     1.8km 　　 　　

箱根 足柄下郡箱根町 北　　    5.5m 水道 （都）
19,800 925    1:1.2 私道 ２低専

未舗装 下水 (  40,  80)
(県)  -  2 Ｗ1     7.5km 　　 　　

箱根 足柄下郡箱根町 台形 北　　      4m 水道 （都）
96,200 233    1:1.5 道路 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  3 ＲＣ2     830m 準防 　　

箱根 足柄下郡箱根町 南　　    4.8m 水道 （都）
15,700 793    1:1.5 私道 ２低専

　 (  40,  80)
(県)  -  4 ＬＳ2     9.4km 　　 　　

箱根 足柄下郡箱根町 北東　      7m 水道 （都）
62,500 991    1:1.2 県道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  5 ＲＣ3     490m 準防 　　

箱根 足柄下郡箱根町 南西　    4.4m 水道 （都）
48,000 231    1:1.5 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  6 Ｗ1     6.5km 準防 　　

住宅 一般住宅が建ち並ぶ県道
背後の既成住宅地域

山北
山北字清水１４３０番１

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ駅
前の商業地域

山北
山北字田中１８７０番６

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ県道背後の住宅地域

東山北
岸字原耕地１７３番１３

住宅 一般住宅の中にアパー
ト、農地が見られる区画
整理済の住宅地域

新松田
延沢字西河原１４０６番３

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

開成
吉田島４３０３番９

別荘 別荘の中に保養所等も見
られる住宅地域

強羅
二ノ平字南長尾１２９７番１９９

住宅 一般住宅、農家住宅、農
地が混在する住宅地域

新松田
岡野字三ツ家８１番

住宅 中小規模一般住宅、ア
パート、事業所等が混在
する住宅地域

入生田
湯本字山崎下１０２番６

別荘 中規模の別荘、保養所等
が混在する住宅地域

強羅
仙石原字六郎兵衛１２４６番７１８

保養所 保養所、リゾートマン
ション等の多い住宅地域

強羅
強羅字向山１３２０番８２０

別荘 中規模の別荘のほかに保
養所、寮も見られるゴル
フ場脇の住宅地域

強羅
元箱根字大芝９０番１０４

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト、事業所等が混在する
住宅地域

強羅
仙石原字中筋２１２番２
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箱根 足柄下郡箱根町 北西　     19m 水道 （都）
300,000 104    1:2.5 国道 ガス 商業

　 (  80, 400)
(県) 5-  1 Ｓ3      50m 防火 　　

背面道
箱根 足柄下郡箱根町 台形 南西　      8m 水道 （都）

102,000 88  1.2:1   国道 商業
　 (  80, 300)

(県) 5-  2 Ｗ2 北     420m 準防 　　
側道

箱根 足柄下郡箱根町 北　　    5.3m 水道 （都）
115,000 145    1:2   県道 ガス 商業

　 (  80, 300)
(県) 5-  3 Ｓ4     740m 準防 　　

真鶴 足柄下郡真鶴町 北西　    3.7m 水道 （都）
75,700 288    1:1.5 町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ3     800m 　　 　　

真鶴 足柄下郡真鶴町 台形 南東　      7m 水道 （都）
84,300 113  1.5:1   町道 １住居

　 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2 南西     320m 　　 　　

側道
真鶴 足柄下郡真鶴町 北東　    8.6m 水道 （都）

111,000 108    1:2   県道 近商
　 下水 (  80, 200)

(県) 5-  1 ＲＣ3     180m 　　 　　
背面道

真鶴 足柄下郡真鶴町 南西　      4m 水道 （都）
64,500 138    1:1.5 町道 準工

　 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2     1.7km 　　 　　

湯河原 足柄下郡湯河原町 南　　    4.8m 水道 （都）
87,400 198    1:1   町道 ガス １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  1 Ｗ2     1.4km 準防 　　

湯河原 足柄下郡湯河原町 西　　      6m 水道 （都）
115,000 146    1:1.5 町道 ２住居

＊ 　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ2     900m 　　 　　

湯河原 足柄下郡湯河原町 南西　    3.6m 水道 （都）
57,000 224  1.5:1   町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2     1.4km 　　 　　

湯河原 足柄下郡湯河原町 台形 北東　   11.9m 水道 （都）
110,000 92    1:2   県道 ガス 商業

　 下水 (  80, 400)
(県) 5-  1 ＲＣ4     2.4km 準防 　　

背面道
湯河原 足柄下郡湯河原町 北東　     15m 水道 （都）

142,000 79    1:2.5 町道 ガス 商業
　 下水 (  80, 400)

(県) 5-  2 Ｓ3     280m 準防 　　

店舗 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

箱根湯本
湯本字白石下７０６番１２外

店舗兼共同住
宅

小売店舗、住宅、旅館等
が混在する路線商業地域

箱根湯本
湯本字仲町４５５番２

店舗 ホテル、旅館、小規模の
店舗等が建ち並ぶ国道沿
いの商業地域

宮ノ下
宮ノ下字上ノ山３６１番４

住宅 中小規模一般住宅のほか
にアパート、小売店舗等
も見られる住宅地域

真鶴
岩字上塔ノ前２７３番３外

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

真鶴
真鶴字天井５５５番４

住宅 小規模一般住宅、民宿等
が混在する港に近い住宅
地域

真鶴
真鶴字鵐１０３２番２８

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ商業地域

真鶴
真鶴字三枚畑４０４番４外

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

湯河原
中央１丁目１４番２外

住宅 中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

湯河原
宮上字道下５８番３

店舗兼住宅 飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ県道沿いの路線商
業地域

湯河原
宮上字道中３７１番１２外

住宅 中規模一般住宅、保養
所、別荘が混在する住宅
地域

真鶴
吉浜字起請畑１９２１番５９

店舗兼住宅 店舗、店舗兼住宅等が建
ち並ぶ駅に近い商業地域

湯河原
土肥５丁目１番５
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愛川 愛甲郡愛川町 北西　    5.5m 水道
81,500 257  1.2:1   町道 ガス １低専

＊ 　 下水 (  50, 100)
(県)  -  1 Ｗ2    12.5km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 北西　      6m 水道
68,300 135  1.5:1   町道 １中専

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  2 Ｗ3      12km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 南東　    4.7m 水道
53,800 140    1:1.2 町道 １住居

　 下水 (  60, 200)
(県)  -  3 Ｗ2    13.5km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 北西　     16m 水道
95,500 494    1:1   町道 近商

　 下水 (  80, 200)
(県) 5-  1 ＲＣ4    10.5km 準防 　　

愛川 愛甲郡愛川町 西　　    4.7m 水道
46,800 118  1.2:1   町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  1 Ｗ2    16.7km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 北西　    5.2m 水道
73,700 124    1:1.5 町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  2 Ｗ2      11km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 南東　    4.8m 水道
53,900 120    1:1.5 町道 準工

　 下水 (  60, 200)
(県) 7-  3 Ｗ2    14.5km 　　 　　

愛川 愛甲郡愛川町 南西　    6.5m 水道
41,100 940    1:3   町道 工専

　 下水 (  60, 200)
(県) 9-  1 Ｓ2    12.2km 　　 　　

背面道
愛川 愛甲郡愛川町 南西　    6.3m 水道 「調区」

33,900 396    1:1.5 町道
　 (  50, 100)

(県)10-  1 Ｗ1      13km 　　 　　

清川 愛甲郡清川村 西　　    6.1m 水道 「都計外」
31,100 499  1.2:1   村道

　 下水
(県)  -  1 Ｗ1    19.2km 　　 　　

清川 愛甲郡清川村 北東　    9.2m 水道 「都計外」
38,600 399  1.2:1   村道

　 下水
(県)  -  2 Ｗ2    12.6km 　　 　　

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

本厚木
春日台３丁目２７番６

住宅 中小規模一般住宅のほか
に畑等も見られる住宅地
域

本厚木
角田字下小沢４６６７番４

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ既存住宅地域

本厚木
中津字北原９１番５外

住宅 中小規模一般住宅のほか
に農家住宅等も見られる
住宅地域

本厚木
半原字和平４６５５番１２

銀行 小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ近隣商業地域

本厚木
中津字太田窪３４１９番７外

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

本厚木
田代字関口１６６１番５

住宅 一般住宅、アパートの中
に空地等が見られる住宅
地域

本厚木
中津字下菅原１０３３番１

住宅 一般住宅、農家住宅が混
在する農地の多い住宅地
域

本厚木
角田字海底上４２４９番３外

工場兼事務所 大規模な工場のほか中小
工場が建ち並ぶ工業地域

本厚木
中津字大塚下６７８９番１

住宅 中小規模一般住宅が見ら
れる空地の多い住宅地域

本厚木
煤ケ谷字原２２５２番７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

本厚木
宮ケ瀬字北原９７１番２１
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(林地)

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)
基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の 基準地の利用の 基準地の周辺の土地の 基準地から搬 搬出地点の 最寄り駅 最寄り集落 公法上の 地域の特性

10アール当た 地積 現況 利用の現況 出地点までの 道路の状況 及び距離 及び距離 規制
りの価格 搬出方法及び
　  (円) 　  (㎡) 距離

神奈川 秦野市 用材林地 道路 「調区」
1,350,000 3,137 杉       2m

檜
（林）-1 林(公)道  

      0m     2.4km     300m
神奈川 厚木市 用材林地 市道 「調区」

1,320,000 4,624 杉     1.8m
檜

（林）-2 林(公)道  
      0m    10.3km     130m

神奈川 厚木市 用材林地 道路 「調区」
1,810,000 4,075 杉       4m

（林）-3 林(公)道 国定公
      0m     8.5km     250m (3種)

神奈川 伊勢原市 雑木林地 道路 「調区」
1,380,000 2,049     1.8m

（林）-4 林(公)道  
      0m       3km     900m

神奈川 南足柄市 用材林地 農道 「調区」
480,000 3,580 杉     2.5m

（林）-5 林(公)道  
      0m     1.8km     600m

神奈川 足柄上郡中井町 雑木林地 町道 「調区」
881,000 2,626       6m

（林）-6 林(公)道  
      0m     7.7km     120m

神奈川 足柄上郡大井町 雑木林地 道路 「調区」
663,000 7,223       3m

（林）-7 林(公)道  
      0m     3.2km     300m

神奈川 相模原市緑区　 用材林地 県道 （都）
842,000 42,432       4m

（林）-8 林(公)道  
      0m     5.6km       1km

神奈川 足柄上郡松田町 雑木林地 町道 「都計外」
338,000 1,116     3.2m

（林）-9 林(公)道  
      0m      10km     1.1km

神奈川 相模原市緑区　 用材林地 市道 「都計外」
284,000 9,730 杉 集材機       3m

檜
（林）-10  

    100m    10.4km     450m
神奈川 足柄上郡山北町 用材林地 町道 「都計外」

294,000 5,599 杉 集材機     3.3m

（林）-11  
    130m     5.5km     200m

農村林地

渋沢字下山１６９７番３
渋沢

農家集落に近く、杉の用
材林を中心に雑木林が混
在する地域

農家集落に近く、かんき
つ園に接する雑木林の多
い地域

市街化区域、幹線街路に
近く、用材林を主体と
し、苗畑もある地域

農家集落に近く、かんき
つ園、雑木林の中に一部
杉が混在する地域

農家集落に近く、雑木
林、かんきつ園がある地
域

農家集落に近く、用材林
を中心に雑木林が混在す
る地域

都市近郊林地

都市近郊林地
七沢字谷戸２７９４番１ 「地森計」

都市近郊林地農家集落に近く、農地に
接した用材林、雑木林が
混在する地域

吉野

栃窪農家集落に近く、かんき
つ園等の中に、杉等の用
材林が混在する地域

「地森計」

上荻野字吉野２０５２番外 「地森計」

本厚木 上の窪農家集落に近く、用材
林、雑木林が混在する地
域

大雄山 間田

本厚木

善波字諏訪入８６０番１７ 「地森計」

農村林地

善波西玉 都市近郊林地

都市近郊林地
広町字神明沢通１２６４番１ 「地森計」

農村林地

鶴巻温泉

松本字中ノ久保５３３番１ 「地森計」

上大井 赤田
赤田字向山４８３番１ 「地森計」

二宮 松本上

千木良字東長尾１１番２外 「地森計」

新松田 虫沢

相模湖 堀込

農家集落に近く、杉の用
材林、雑木林が混在する
地域

農村林地
寄字八十七番６５３６番１ 「地森計」

藤野 綱子 農村林地
牧野字日向宮原９９２３番１外 「地森計」

農家集落に近い杉、檜の
用材林地域

皆瀬川字茄子畑１６０４番１ 「地森計」
山北 人遠 農村林地
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神奈川 足柄下郡湯河原町 用材林地 林道 （都）
663,000 3,867 檜     2.8m

（林）-12 林道 県立公 
      0m     2.2km     800m 普通

神奈川 小田原市 用材林地 林道 「調区」
755,000 6,132 杉       5m

（林）-13 林道  
      0m     5.5km     2.5km

神奈川 愛甲郡愛川町 雑木林地 町道 「調区」
942,000 5,422       3m

（林）-14 林(公)道  
      0m    10.5km     800m

神奈川 愛甲郡清川村 用材林地 林道 「都計外」
390,000 6,049 杉 集材機       4m

（林）-15 県立公 
     20m      16km     950m 普通

神奈川 相模原市緑区　 用材林地 市道 「調区」
725,000 4,581 杉       3m

（林）-16 林(公)道  
      0m     9.5km       1km

神奈川 相模原市緑区　 雑木林地 農道 （都）
711,000 11,070 集材機       4m

（林）-17  
    500m      13km     500m

農村林地
青山字鍛治屋久保５９５番１ 「地森計」

中沢字智４０８番 「地森計」

農家集落に近く、杉、檜
の用材林、雑木林が混在
する地域

橋本 荒屋敷

農家集落に近く、杉の用
材林、雑木林が混在する
地域

橋本 中沢 都市近郊林地

農村林地
八菅山字一之沢４１１番１ 「地森計」

農家集落に近く、杉の用
材林を中心に雑木林が混
在する地域

本厚木 法論堂 農村林地
煤ケ谷字熊倉４４７８番 「地森計」

早川字六郎石１４１６番８ 「地森計」

農家集落に近く、杉の用
材林、雑木林が混在する
地域

本厚木 宮村

市街地に比較的近い、杉
や檜の用材林地

根府川 石橋 都市近郊林地

集落に近く、用材林を中
心にかんきつ園が混在す
る地域

農村林地
宮下字花咲７１９番 「地森計」

湯河原 宮下
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（地価公示の代表標準地と同一地点である基準地）

 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)  (８)  (９)  (１０)  (１１)
基準地番号 基準地の所在及び地番並びに 基準地の１平方 基準地の 基準地の形状 基準地の利用 基準地の周辺の土地の 基準地の前面道路 基準地について 基準地の鉄道その 基準地に係る

住居表示 メートル当たり 地積 の現況 利用の現況 の状況 の水道、ガス供 他の主要な交通施 都市計画法
の価格 給施設及び下水 設との接近の状況 その他法令の制

標準地番号 道の整備の状況 限で主要なもの
　　　(円) 　　(㎡)

鶴見（県） 横浜市鶴見区 東　　    6.5m 水道
262,000 141    1:1   市道 ガス ２中専

 -  2 　 下水 (  60, 150)
横浜鶴見 ＲＣ2     1.2km 準防 高度

261,000
-21

鶴見（県） 横浜市鶴見区 東　　      4m 水道
193,000 181  1.2:1   市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  50, 100)
横浜鶴見 Ｗ2     2.8km 準防 高度

193,000
-15

鶴見（県） 横浜市鶴見区 北　　      6m 水道
244,000 182    1:2   市道 ガス １住居

 -  6 　 下水 (  60, 200)
横浜鶴見 Ｗ2     1.4km 準防 高度

244,000
-4

鶴見（県） 横浜市鶴見区 北西　     14m 水道
526,000 252    1:2.5 市道 ガス 商業

 5-  6 　 下水 (  80, 600)
横浜鶴見 ＲＣ5      80m 防火 高度

526,000 背面道
 　  5-  3

鶴見（県） 横浜市鶴見区 台形 北東　      7m 水道
291,000 115    1:3   市道 ガス 近商

5-  7 　 下水 (  80, 300)
横浜鶴見 Ｗ2 近接 準防 高度

291,000
 　  5-  6

神奈川（県）横浜市神奈川区 北東　      4m 水道
218,000 206  1.2:1   市道 ガス １住居

-  1 　 下水 (  60, 200)
神奈川 Ｗ2     600m 準防 高度

218,000
-21

神奈川（県）横浜市神奈川区 西　　    5.5m 水道
250,000 117    1:1.5 市道 ガス ２中専

 -  4 　 下水 (  60, 150)
神奈川 Ｗ2       1km 準防 高度

248,000
-24

神奈川（県）横浜市神奈川区 東　　      5m 水道
221,000 230    1:1.2 市道 ガス ２中専

 -  8 　 下水 (  60, 150)
神奈川 Ｗ2     900m 準防 高度

220,000
-13

神奈川（県）横浜市神奈川区 南西　     18m 水道
340,000 298    1:1.5 市道 ガス 商業

 5-  8 　 下水 (  80, 400)
神奈川 ＲＣ4     230m 防火 高度

335,000
 　  5-  5

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

片倉町
神大寺３丁目９４３番９

「神大寺３－１８－２５」

事務所 中層の事務所、店舗兼共
同住宅等が多い商業地域

反町
反町１丁目６番２外

鶴見

住宅 鶴見中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

東寺尾中台１９５７番３３

「東寺尾中台２２－３０」

住宅 中規模一般住宅、共同住
宅が混在する住宅地域

鶴見中央４丁目１６番３外
中層の店舗ビル等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

「鶴見中央４－１６－２」

獅子ケ谷１丁目１１７４番１０

「獅子ケ谷１－５７－１５」

住宅 中小規模一般住宅、ア
パートが混在する住宅地
域

店舗兼住宅 鶴見市場
市場東中町１６１６番２

中低層の中小規模店舗等
が建ち並ぶ駅前商業地域

鶴見市場
栄町通１丁目５番４

店舗兼共同住
宅

京急鶴見

住宅 白楽
六角橋３丁目５８７番６

「市場東中町３－１５」

住宅 大口
大口仲町４０番６

一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

中規模一般住宅、アパー
トが混在する住宅地域

「六角橋３－１５－１７」
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西（県） 横浜市西区 南　　    5.5m 水道
227,000 107    1:1.5 市道 ガス ２中専

 -  6 　 下水 (  60, 150)
横浜西 Ｗ3       1km 準防 高度

227,000
-4

西（県） 横浜市西区 東　　     16m 水道
1,500,000 158    1:2.5 市道 ガス 商業

 5-  2 　 下水 (  80, 800)
横浜西 ＳＲＣ10F1B     200m 防火 高度

1,490,000
 　  5- 17

西（県） 横浜市西区 南東　     25m 水道
2,630,000 462    1:1.5 市道 ガス 商業

5-  7 　 下水 (  80, 800)
横浜西 ＳＲＣ9F1B     330m 防火 高度

2,640,000 背面道
 　  5- 13

西（県） 横浜市西区 南西　     22m 水道
304,000 170    1:1   市道 ガス 商業

 5-  8 　 下水 (  80, 400)
横浜西 Ｓ5     220m 防火 高度

304,000
 　  5- 16

中（県） 横浜市中区 西　　    5.5m 水道
257,000 156    1:1   市道 ガス １低専

 -  1 　 下水 (  50, 100)
横浜中 Ｗ2     800m 準防 高度

256,000
-7

中（県） 横浜市中区 南西　      7m 水道
325,000 349    1:1.5 市道 ガス １住居

 -  8 　 下水 (  60, 200)
横浜中 Ｗ2     1.1km 準防 高度

324,000
-4

中（県） 横浜市中区 北西　   14.5m 水道
785,000 99    1:2   市道 ガス 商業

 5-  4 　 下水 (  80, 700)
横浜中 ＲＣ4     300m 防火 高度

785,000
 　  5-  1

中（県） 横浜市中区 南西　     15m 水道
401,000 74    1:3.5 市道 ガス 商業

 5- 13 　 下水 (  80, 500)
横浜中 Ｓ4     450m 防火 高度

402,000
 　  5-  5

南（県） 横浜市南区 西　　    4.5m 水道
218,000 102    1:1   市道 ガス １住居

 -  7 　 下水 (  60, 200)
横浜南 Ｗ2     200m 準防 高度

218,000
-2

南（県） 横浜市南区 南　　      6m 水道
181,000 165    1:1   市道 ガス １低専

-  8 　 下水 (  50, 100)
横浜南 ＲＣ2     1.2km 準防 高度

180,000
-6

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

地下鉄弘明寺
大岡２丁目７３０番９

「大岡２－４－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

京急弘明寺
永田山王台１８３２番１５

「永田山王台１０－３」

店舗兼住宅 中低層の各種小売店舗が
建ち並ぶ商業地域

関内
伊勢佐木町１丁目４番６

店舗、事務所
兼住宅

小売店舗、飲食店等が建
ち並ぶ商業地域

桜木町
野毛町２丁目５９番３

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

山手
豆口台１１８番４６

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

山手
千代崎町１丁目２５番３９

店舗兼事務所 高層の事務所、店舗ビル
が建ち並ぶ商業地域

横浜
北幸１丁目８番４外

「北幸１－８－４」

店舗兼共同住
宅

店舗、営業所、マンショ
ンが建ち並ぶ商業地域

戸部
中央１丁目１５０番１外

「中央１－３０－７」

住宅 小規模一般住宅が多い傾
斜地の既成住宅地域

日ノ出町
西戸部町２丁目１１８番５外

店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所等
が建ち並ぶ商業地域

横浜
高島２丁目２２番８

「高島２－１４－１１」
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南（県） 横浜市南区 東　　     11m 水道
270,000 64    1:1.2 市道 ガス 近商

5-  4 　 下水 (  80, 300)
横浜南 Ｓ3     350m 準防 高度

270,000
 　  5-  2

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 台形 南西　      4m 水道
208,000 152  1.5:1   市道 ガス １低専

(県)  -  7 　 下水 (  60, 100)
保土ケ谷 Ｗ2     600m 準防 高度

207,000
-12

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北　　    6.5m 水道
176,000 187    1:1.5 市道 ガス １低専

(県)  -  8 　 下水 (  50, 100)
保土ケ谷 Ｗ2     2.6km 準防 高度

176,000
-15

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 南　　      6m 水道
190,000 300    1:1.2 市道 ガス １低専

(県)  - 11 　 下水 (  50,  80)
保土ケ谷 Ｗ2     750m 　　 高度

190,000
-7

保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区 北西　      8m 水道
281,000 121    1:2.5 市道 ガス 近商

(県) 5-  4 　 下水 (  80, 300)
保土ケ谷 Ｓ3      80m 準防 高度

281,000
 　  5-  3

磯子（県） 横浜市磯子区 東　　    3.6m 水道
189,000 294    1:1   市道 ガス １住居

 -  2 　 下水 (  60, 200)
磯子 Ｗ2     300m 準防 高度

190,000
-14

磯子（県） 横浜市磯子区 西　　     11m 水道
212,000 322    1:1.5 市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  40,  60)
磯子 ＬＳ2     200m 　　 高度

212,000
-4

金沢（県） 横浜市金沢区 南　　    6.5m 水道
240,000 203  1.2:1   市道 ガス １低専

-  8 　 下水 (  40,  80)
横浜金沢 Ｗ2     280m 　　 高度

238,000
-21

金沢（県） 横浜市金沢区 南　　      6m 水道
201,000 263    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  9 　 下水 (  50, 100)
横浜金沢 Ｗ2 西     350m 準防 高度

201,000 側道
-14

金沢（県） 横浜市金沢区 南　　    6.5m 水道
159,000 156    1:1   市道 ガス １低専

 - 13 　 下水 (  50, 100)
横浜金沢 ＬＳ2       1km 準防 高度

160,000
-12

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

金沢文庫
金沢町５４番１

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な新興住宅地域

六浦
六浦南３丁目１３９５番５２

「六浦南３－１０－２５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

洋光台
洋光台４丁目３番１２

「洋光台４－３－２０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ環境の良い住宅地域

能見台
能見台通２３１番１１５

「能見台通１９－７」

店舗、倉庫兼
住宅

小売店舗、飲食店等が混
在する駅前商業地域

和田町
和田１丁目２２８番２

「和田１－１４－１９」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既
成住宅地域

屏風浦
森２丁目５２５番

「森２－１５－１９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ南傾斜の住宅地域

保土ケ谷
初音ケ丘１４１番１１

「初音ケ丘３８－２０」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

西谷
西谷町７０１番４７

店舗兼住宅 小売店舗、飲食店が建ち
並ぶ既成商業地域

蒔田
榎町１丁目１７番２

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

星川
峰岡町１丁目２３番１３
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港北（県） 横浜市港北区 西　　      4m 水道
336,000 250    1:1.2 市道 ガス １中専

 -  2 　 下水 (  60, 150)
港北 Ｗ3     320m 準防 高度

336,000
-9

港北（県） 横浜市港北区 東　　      4m 水道
308,000 207    1:1   市道 ガス １住居

-  3 　 下水 (  60, 200)
港北 Ｗ2     750m 準防 高度

308,000
-2

港北（県） 横浜市港北区 北西　      4m 水道
282,000 244    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  50, 100)
港北 Ｗ2     690m 準防 高度

282,000
-5

港北（県） 横浜市港北区 北　　    4.5m 水道
255,000 240    1:1   市道 ガス １低専

 -  7 　 下水 (  50, 100)
港北 Ｗ2       2km 準防 高度

257,000
-24

港北（県） 横浜市港北区 北　　      4m 水道
251,000 220    1:1.5 市道 ガス １低専

  -  9 　 下水 (  50, 100)
港北 Ｗ2     1.2km 準防 高度

251,000
-45

港北（県） 横浜市港北区 南東　      8m 水道
200,000 158    1:1.5 市道 １低専

 - 10 　 下水 (  50,  80)
港北 Ｗ2     800m 　　 高度

201,000
-28

港北（県） 横浜市港北区 東　　      7m 水道
248,000 163    1:1.2 市道 ガス １住居

 - 11 　 下水 (  60, 200)
港北 ＬＳ3     1.6km 準防 高度

248,000
-1

港北（県） 横浜市港北区 東　　      4m 水道
255,000 187    1:1.2 市道 ガス １低専

 - 17 　 下水 (  50, 100)
港北 Ｗ2     1.5km 準防 高度

255,000
-31

港北（県） 横浜市港北区 台形 北西　      7m 水道
707,000 118    1:2   市道 ガス 商業

 5-  6 　 下水 (  80, 400)
港北 Ｓ5      60m 準防 高度

707,000
 　  5-  2

戸塚（県） 横浜市戸塚区 南　　    4.5m 水道
243,000 176    1:1.2 市道 ガス １低専

-  1 　 下水 (  40,  80)
戸塚 Ｗ2     900m 　　 高度

243,000
-30

店舗兼住宅 小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ駅前の商業地域

綱島
綱島西１丁目７１３番１３

「綱島西１－１－３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

東戸塚
平戸４丁目１７４０番８０

「平戸４－２１－５」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

日吉
日吉６丁目２１５１番４

「日吉６－３－１４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

綱島
新吉田東５丁目１５１８番１４７

「新吉田東５－２０－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

綱島
大曽根３丁目１０４番２８

「大曽根３－１９－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

小机
小机町字打越１３７０番４３

住宅 中規模の一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

妙蓮寺
篠原東１丁目８４１番１４外

「篠原東１－１０－２４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

日吉
下田町３丁目３９９番７１

「下田町３－２３－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大倉山
大倉山３丁目３１２番１１

「大倉山３－１０－２０」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

綱島
綱島西３丁目２１０番５１

「綱島西３－１３－２９」
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戸塚（県） 横浜市戸塚区 南　　    4.5m 水道
142,000 240    1:1   市道 ガス １低専

-  6 　 下水 (  40,  80)
戸塚 Ｗ2     2.7km 　　 高度

143,000
-7

戸塚（県） 横浜市戸塚区 北東　    6.5m 水道
171,000 140    1:1.5 市道 ガス １低専

-  9 　 下水 (  50,  80)
戸塚 ＬＳ2       2km 　　 高度

171,000
-38

戸塚（県） 横浜市戸塚区 西　　    4.5m 水道
201,000 167    1:1.2 市道 ガス １低専

- 15 　 下水 (  50,  80)
戸塚 Ｗ2     1.6km 　　 高度

200,000
-2

戸塚（県） 横浜市戸塚区 東　　     16m 水道
578,000 643    1:1.2 国道 ガス 商業

5-  3 　 下水 (  80, 600)
戸塚 ＳＲＣ3     350m 防火 高度

572,000
 　  5-  1

戸塚（県） 横浜市戸塚区 不整形 北東　     20m 水道
227,000 247    1:2   県道 近商

 5-  4 　 下水 (  80, 200)
戸塚 ＲＣ3     4.2km 準防 高度

227,000
 　  5-  4

港南（県） 横浜市港南区 南　　    2.5m 水道
214,000 215    1:1   市道 ガス １住居

-  1 　 下水 (  60, 200)
港南 Ｗ2 東     370m 準防 高度

214,000 側道
-2

港南（県） 横浜市港南区 南西　    4.5m 水道
253,000 150    1:1   市道 ガス １低専

 -  6 　 下水 (  40,  80)
港南 ＬＳ2     200m 　　 高度

251,000
-13

港南（県） 横浜市港南区 南西　      8m 水道
250,000 215    1:1.5 市道 ガス １低専

-  9 　 下水 (  40,  80)
港南 Ｗ2     600m 　　 高度

249,000
-8

港南（県） 横浜市港南区 東　　     20m 水道
474,000 611  1.2:1   市道 ガス 近商

 5-  2 　 下水 (  80, 400)
港南 ＲＣ6 南 近接 防火 高度

474,000 側道
 　  5-  2

旭（県） 横浜市旭区 南西　    4.5m 水道
181,000 180    1:1.2 市道 ガス １低専

-  3 　 下水 (  40,  80)
横浜旭 ＬＳ2     2.1km 　　 高度

181,000
-6

店舗兼共同住
宅

中低層の小売店舗が多い
駅前の商業地域

港南台
港南台４丁目１番３外

「港南台４－１－３」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

二俣川
今宿１丁目２４１４番５８

「今宿１－４３－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い分
譲住宅地域

港南台
港南台４丁目１４番３

「港南台４－１４－５」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ整然とした住宅地域

上永谷
丸山台２丁目１６番１２

「丸山台２－１６－１８」

店舗兼事務所 小売店舗等が建ち並ぶ県
道沿いの路線商業地域

戸塚
原宿４丁目２０６番８外

「原宿４－１５－７」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

上大岡
上大岡東１丁目９８２番６外

「上大岡東１－１４－１２」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

戸塚
上倉田町字原１８０５番７

銀行 中高層の店舗ビル等が建
ち並ぶ国道沿線商業地域

戸塚
戸塚町字二丁目４１００番２外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

戸塚
戸塚町字十ノ区１８７３番２４

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ高台の住宅地域

東戸塚
秋葉町字宮ノ谷２５３番３１
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旭（県） 横浜市旭区 東　　    4.5m 水道
207,000 247  1.2:1   市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  40,  80)
横浜旭 Ｗ2     600m 　　 高度

206,000
-8

旭（県） 横浜市旭区 北　　    4.5m 水道
177,000 153    1:1   市道 ガス １低専

 -  9 　 下水 (  50,  80)
横浜旭 Ｗ2       2km 　　 高度

177,000
-16

旭（県） 横浜市旭区 台形 西　　      6m 水道
217,000 229    1:1.5 市道 ガス １低専

  - 13 　 下水 (  40,  80)
横浜旭 Ｗ2     700m 　　 高度

217,000
-7

緑（県） 横浜市緑区 南　　    6.5m 水道
196,000 188    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  4 　 下水 (  40,  80)
横浜緑 ＬＳ2     1.1km 　　 高度

196,000
-11

緑（県） 横浜市緑区 南　　    6.5m 水道
212,000 153    1:1   市道 ガス １住居

  -  6 　 下水 (  60, 200)
横浜緑 Ｗ2     900m 準防 高度

210,000
-27

緑（県） 横浜市緑区 東　　    4.5m 水道
184,000 174  1.2:1   市道 ガス １住居

 -  9 　 下水 (  60, 200)
横浜緑 Ｗ2     900m 準防 高度

182,000
-4

瀬谷（県） 横浜市瀬谷区 北東　      4m 水道
176,000 116    1:1.5 市道 ガス １低専

-  4 　 下水 (  50, 100)
瀬谷 Ｗ2     750m 準防 高度

176,000
-22

瀬谷（県） 横浜市瀬谷区 東　　    6.5m 水道
178,000 212    1:1.5 市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  40,  80)
瀬谷 Ｗ1     800m 　　 高度

178,000
-7

瀬谷（県） 横浜市瀬谷区 南東　      4m 水道
200,000 175    1:1   市道 ガス １低専

 -  7 　 下水 (  50, 100)
瀬谷 Ｗ2     700m 準防 高度

200,000
-2

瀬谷（県） 横浜市瀬谷区 南東　      7m 水道
330,000 92    1:2   市道 ガス 近商

5-  2 　 下水 (  80, 400)
瀬谷 ＲＣ4     120m 準防 高度

330,000
 　  5-  1

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

三ツ境
三ツ境１４４番４

店舗、事務所
兼共同住宅

中小規模の小売店舗が建
ち並ぶ駅前の商業地域

三ツ境
三ツ境１５番１０

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

瀬谷
中央３０番１３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

瀬谷
瀬谷６丁目４番５

住宅 一般住宅の中にマンショ
ン等が見られる住宅地域

長津田
いぶき野４０番８

住宅 中小規模住宅が建ち並ぶ
既成住宅地域

中山
青砥町字御嶽堂１７２番３７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

二俣川
二俣川２丁目３２番６４

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

鴨居
東本郷２丁目５４０番４

「東本郷２－２１－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

希望ケ丘
中希望が丘７８番２

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

鶴ケ峰
中白根１丁目１３１２番９９

「中白根１－１５－２０」
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栄（県） 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
146,000 194    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  2 　 下水 (  40,  80)
横浜栄 Ｗ2     3.8km 　　 高度

148,000
-5

栄（県） 横浜市栄区 南　　    6.5m 水道
207,000 222    1:1.5 市道 ガス １低専

 -  3 　 下水 (  40,  80)
横浜栄 Ｗ2       1km 　　 高度

207,000
-10

泉（県） 横浜市泉区 南　　    6.5m 水道
249,000 180    1:1   市道 ガス １低専

 -  1 　 下水 (  40,  80)
横浜泉 Ｗ2     350m 　　 高度

249,000
-19

泉（県） 横浜市泉区 南東　    6.5m 水道
216,000 150    1:1.2 市道 １低専

-  8 　 下水 (  50, 100)
横浜泉 ＬＳ2     300m 準防 高度

216,000
-8

青葉（県） 横浜市青葉区 東　　    6.5m 水道
285,000 233    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  6 　 下水 (  50,  80)
横浜青葉 Ｗ2     340m 　　 高度

285,000
-6

青葉（県） 横浜市青葉区 北東　    6.5m 水道
368,000 166    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  8 　 下水 (  50,  80)
横浜青葉 Ｗ2     900m 　　 高度

367,000
-19

青葉（県） 横浜市青葉区 南　　    6.5m 水道
301,000 280    1:1.2 市道 ガス １低専

-  9 　 下水 (  40,  80)
横浜青葉 Ｗ2     620m 　　 高度

302,000
-12

青葉（県） 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
338,000 205    1:1.5 市道 ガス １低専

 - 10 　 下水 (  40,  80)
横浜青葉 ＬＳ2     800m 　　 高度

338,000
-25

青葉（県） 横浜市青葉区 北　　    6.5m 水道
254,000 190    1:1   市道 ガス １低専

 - 15 　 下水 (  50,  80)
横浜青葉 Ｗ2       1km 　　 高度

254,000
-4

青葉（県） 横浜市青葉区 南西　    6.5m 水道
222,000 216    1:2   市道 ガス １低専

 - 17 　 下水 (  40,  80)
横浜青葉 Ｗ2     1.7km 　　 高度

223,000
-38

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

青葉台
しらとり台１７番５４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

青葉台
桂台１丁目１９番１３

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

青葉台
青葉台１丁目２１番２２

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の閑静な住宅地域

あざみ野
あざみ野２丁目２３番２４

住宅 一般住宅、寮等が混在す
る駅に近い住宅地域

市が尾
市ケ尾町１０５３番１

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

たまプラーザ
美しが丘５丁目２３番１７

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

緑園都市
緑園３丁目２２番１６外

住宅 中小規模の一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

中田
中田東３丁目１８５８番２９

「中田東３－９－１６」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

港南台
桂台南１丁目２２２８番２３

「桂台南１－１１－１９」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

本郷台
小菅ケ谷３丁目２５５５番２６

「小菅ケ谷３－４３－１３」
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青葉（県） 横浜市青葉区 南東　     22m 水道
492,000 841    1:1.5 市道 ガス 近商

 5-  3 　 下水 (  80, 300)
横浜青葉 ＲＣ3F1B 南西     100m 防火 高度

485,000 側道
 　  5-  1

都筑（県） 横浜市都筑区 北　　      6m 水道
237,000 205    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  4 　 下水 (  40,  80)
都筑 Ｗ2     1.1km 　　 高度

233,000
-11

都筑（県） 横浜市都筑区 北西　      6m 水道
261,000 242    1:2   市道 ガス １低専

 -  8 　 下水 (  40,  80)
都筑 Ｗ2     850m 　　 高度

262,000
-9

川崎（県） 川崎市川崎区 台形 南西　      6m 水道
267,000 156    1:1.2 市道 ガス ２住居

-  2 　 下水 (  60, 200)
川崎 Ｗ2     2.7km 準防 高度

267,000
-5

川崎（県） 川崎市川崎区 南東　     11m 水道
1,780,000 124    1:2   市道 ガス 商業

 5-  1 　 下水 (  80, 800)
川崎 ＲＣ6F1B 南西     300m 防火 　　

1,780,000 側道
 　  5-  1

川崎（県） 川崎市川崎区 南西　     32m 水道
414,000 195    1:1.5 県道 ガス 商業

 5-  8 　 下水 (  80, 500)
川崎 ＳＲＣ7     900m 防火 　　

409,000
 　  5-  3

幸（県） 川崎市幸区 北東　    5.8m 水道
307,000 80    1:2   市道 ガス １住居

 -  3 　 下水 (  60, 200)
幸 Ｓ3     850m 準防 高度

305,000
-8

中原（県） 川崎市中原区 北東　    4.7m 水道
350,000 178  1.2:1   市道 ガス １住居

-  3 　 下水 (  60, 200)
中原 ＬＳ2     750m 準防 高度

347,000
-17

中原（県） 川崎市中原区 北　　      4m 水道
308,000 143    1:1.5 市道 ガス １住居

 -  8 　 下水 (  60, 200)
中原 Ｗ2     450m 準防 高度

304,000
-18

中原（県） 川崎市中原区 南　　    7.3m 水道
735,000 125    1:2.5 市道 ガス 近商

 5-  1 　 下水 (  80, 300)
中原 ＲＣ3     300m 準防 　　

728,000
 　  5-  1

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

武蔵中原
上小田中６丁目１４１９番４

「上小田中６－３６－１３」

店舗兼事務所 小売店舗、銀行等が建ち
並ぶ商業地域

元住吉
木月１丁目４５７番５

「木月１－２９－１９」

住宅 住宅、アパート、マン
ションが混在する住宅地
域

鹿島田
古川町４２番２

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

元住吉
木月４丁目１５８７番１

「木月４－２１－１５」

店舗兼住宅 百貨店、各種専門店が建
ち並ぶ中心的な商業地域

川崎
駅前本町３番６外

店舗兼共同住
宅

事務所ビル、マンション
等が混在する商業地域

川崎
新川通４番２２

「新川通４－１５」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整理済の住宅地域

センター南
荏田東１丁目５番１３

「荏田東１－５－２０」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

川崎
大島３丁目３７番１０

「大島３－３７－１５」

銀行兼店舗 中高層の店舗兼住宅、銀
行等が多い駅前商業地域

市が尾
市ケ尾町１１５４番１外

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

センター北
牛久保１丁目１８番３

「牛久保１－１８－４」
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高津（県） 川崎市高津区 南　　    5.1m 水道
320,000 115    1:1.5 市道 ガス １住居

 -  5 　 下水 (  60, 200)
高津 Ｗ2     600m 準防 高度

313,000
-10

高津（県） 川崎市高津区 北　　    7.3m 水道
309,000 252    1:1.2 市道 ガス ２中専

 -  8 　 下水 (  60, 200)
高津 Ｗ2     450m 準防 高度

307,000
-18

高津（県） 川崎市高津区 台形 北東　     15m 水道
360,000 187    1:2   市道 ガス 近商

 5-  3 　 下水 (  80, 300)
高津 ＲＣ7     400m 準防 　　

354,000
 　  5-  4

多摩（県） 川崎市多摩区 北　　    4.5m 水道
212,000 209  1.2:1   市道 ガス １低専

-  6 　 下水 (  40,  80)
川崎多摩 Ｗ2     550m 　　 高度

213,000
-27

多摩（県） 川崎市多摩区 北西　      6m 水道
206,000 220    1:1.5 市道 ガス １中専

 -  7 　 下水 (  60, 200)
川崎多摩 ＬＳ2     950m 準防 高度

206,000
-22

多摩（県） 川崎市多摩区 北東　      7m 水道
218,000 165    1:1.5 市道 ガス １中専

 -  8 　 下水 (  60, 200)
川崎多摩 Ｗ2     600m 準防 高度

217,000
-33

多摩（県） 川崎市多摩区 台形 北　　駅前広場 水道
607,000 280    1:1.2 道路 ガス 商業

 5-  4 　 下水 (  80, 500)
川崎多摩 ＲＣ6F1B 西 駅前広場接面 防火 　　

607,000 側道
 　  5-  2

宮前（県） 川崎市宮前区 東　　      4m 水道
183,000 128    1:2   市道 ガス １低専

 -  3 　 下水 (  50, 100)
宮前 ＬＳ2     2.8km 　　 高度

183,000
-29

宮前（県） 川崎市宮前区 南西　    6.5m 水道
319,000 190  1.2:1   市道 ガス １低専

 -  7 　 下水 (  50,  80)
宮前 Ｗ2     800m 　　 高度

320,000
-32

宮前（県） 川崎市宮前区 東　　      5m 水道
287,000 182    1:1   市道 ガス １低専

 -  8 　 下水 (  50,  80)
宮前 Ｓ2F1B     800m 　　 高度

287,000
-12

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

鷺沼
鷺沼２丁目２番１３

住宅 中規模一般住宅が多い住
宅地域

宮崎台
宮崎５丁目１２番２９

店舗 中層の小売店舗、飲食店
等が多い駅前の商業地域

向ヶ丘遊園
登戸字庚耕地２７３６番５

住宅 一般住宅が多い高台の住
宅地域

宮前平
菅生５丁目１２９２番２２

「菅生５－７－１２」

共同住宅 一般住宅、マンション等
が混在する住宅地域

生田
三田３丁目３番２

共同住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

稲田堤
菅北浦２丁目２６０８番３

「菅北浦２－８－２」

店舗兼共同住
宅

中高層の店舗兼共同住宅
等が建ち並ぶ商業地域

溝の口
下作延２丁目２５２番２

「下作延２－７－２」

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

生田
生田６丁目２８２９番３１

「生田６－１７－１０」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

高津
二子３丁目３９０番５０

「二子３－２２－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する住宅地域

武蔵新城
新作６丁目５２０番５８

「新作６－１２－４」
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宮前（県） 川崎市宮前区 北西　      6m 水道
197,000 150    1:2   市道 ガス １低専

 - 10 　 下水 (  50,  80)
宮前 Ｗ2     1.8km 　　 高度

197,000
-15

麻生（県） 川崎市麻生区 南　　      6m 水道
185,000 209    1:1.2 市道 ガス １低専

-  2 　 下水 (  40,  80)
麻生 Ｗ2     2.9km 　　 高度

186,000
-21

麻生（県） 川崎市麻生区 北西　      5m 水道
208,000 173    1:1.5 市道 ガス １低専

 -  4 　 下水 (  50,  80)
麻生 Ｗ2     1.1km 　　 高度

207,000
-3

麻生（県） 川崎市麻生区 南東　      6m 水道
185,000 194    1:1.5 市道 ガス １低専

 -  9 　 下水 (  40,  80)
麻生 ＬＳ2     800m 　　 高度

185,000
-6

麻生（県） 川崎市麻生区 南西　      4m 水道
243,000 189    1:1.2 市道 ガス １低専

 - 12 　 下水 (  50,  80)
麻生 Ｗ2       1km 　　 高度

246,000
-29

相模原緑 相模原市緑区　 東　　      5m 水道
132,000 165    1:1.5 市道 １低専

(県)  -  3 　 下水 (  50,  80)
相模原緑 Ｗ2     2.8km 　　 　　

132,000
-18

相模原緑 相模原市緑区　 西　　    4.5m 水道 （都）
56,100 158    1:1.5 市道 １中専

(県)  -  4 　 下水 (  60, 100)
相模原緑 ＬＳ2     7.9km 　　 　　

56,300
-21

相模原緑 相模原市緑区　 北西　      6m 水道
181,000 165    1:2   市道 ガス １住居

(県)  -  7 　 下水 (  60, 200)
相模原緑 Ｗ2     900m 準防 　　

181,000
-9

相模原中央 相模原市中央区 南西　      5m 水道
155,000 108  1.5:1   市道 ガス １住居

(県)  -  2 　 下水 (  60, 200)
相模原中央 Ｗ2     1.4km 準防 　　

155,000
-14

相模原中央 相模原市中央区 南東　      6m 水道
156,000 121    1:2   市道 ガス １中専

(県)  -  7 　 下水 (  60, 200)
相模原中央 Ｗ2     1.7km 準防 　　

156,000
-1

住宅 一般住宅が建ち並ぶ街路
の整備された住宅地域

相模原
すすきの町２４２７番５４

「すすきの町２６－３」

住宅 一般住宅、アパート等が
建ち並ぶ住宅地域

淵野辺
千代田７丁目５０６６番９

「千代田７－７－１６」

住宅 一般住宅のほかに空地、
農地が見られる住宅地域

橋本
太井字丁４０７番９外

住宅 一般住宅の中にアパート
等が混在する住宅地域

橋本
橋本１丁目３８１番２５

「橋本１－１５－１５」

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
王禅寺西１丁目２６２０番３２

「王禅寺西１－１９－１１」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる住宅地域

橋本
二本松３丁目１３５０番１３

「二本松３－３５－１」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
千代ケ丘４丁目１１番１３

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

五月台
白鳥１丁目２番７２外

「白鳥１－２－３３」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ高台の住宅地域

鷺沼
東有馬３丁目２２４５番２８

「東有馬３－３－４」

住宅 一般住宅の建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

新百合ヶ丘
王禅寺東５丁目１９７番２３

「王禅寺東５－２４－８」
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相模原中央 相模原市中央区 北東　      6m 水道
174,000 101    1:2   市道 ガス １住居

(県)  -  8 　 下水 (  60, 200)
相模原中央 Ｗ2     1.3km 準防 　　

174,000
-8

相模原中央 相模原市中央区 南西　      4m 水道
93,000 144  1.2:1   市道 １住居

(県)  - 13 　 下水 (  60, 200)
相模原中央 Ｗ2       3km 準防 　　

93,000
-23

相模原中央 相模原市中央区 北東　     15m 水道
271,000 357    1:1.5 市道 ガス 商業

(県) 5-  7 　 下水 (  80, 400)
相模原中央 ＲＣ5     550m 防火 　　

273,000
 　  5-  2

相模原南 相模原市南区　 南東　      4m 水道
159,000 165  1.2:1   市道 ガス １低専

(県)  -  3 　 下水 (  50, 100)
相模原南 ＬＳ2       2km 準防 　　

159,000
-20

相模原南 相模原市南区　 北西　    4.5m 水道
173,000 120  1.2:1   市道 ガス １低専

(県)  -  6 　 下水 (  50, 100)
相模原南 Ｗ2     1.1km 準防 　　

173,000
-28

相模原南 相模原市南区　 南東　      5m 水道
125,000 138    1:1.5 市道 ガス ２中専

(県)  - 17 　 下水 (  60, 200)
相模原南 Ｗ2     550m 準防 　　

125,000
-29

相模原南 相模原市南区　 東　　      6m 水道
234,000 129    1:1.5 市道 ガス １中専

(県)  - 18 　 下水 (  60, 200)
相模原南 Ｗ2     350m 準防 　　

234,000
-21

相模原南 相模原市南区　 北　　     14m 水道
258,000 91    1:2   市道 ガス 近商

(県) 5-  1 　 下水 (  80, 200)
相模原南 Ｓ3     490m 準防 　　

258,000
 　  5-  7

横須賀（県）横須賀市 西　　    3.5m 水道
176,000 235    1:1.2 市道 ガス １中専

-  2 　 下水 (  60, 200)
横須賀 Ｗ2     700m 準防 高度

176,000
-37

横須賀（県）横須賀市 北　　      6m 水道
165,000 222    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  5 　 下水 (  40,  80)
横須賀 Ｗ2     500m 　　 　　

165,000
-5

住宅 一般住宅が多い高台の既
成住宅地域

県立大学
深田台９２番２

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした分譲住宅地域

馬堀海岸
馬堀町３丁目７８番１４

「馬堀町３－２２－４」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

東林間
東林間４丁目１６番６外

「東林間４－１６－３」

店舗兼事務所 中低層の各種店舗が建ち
並ぶ路線商業地域

相模大野
相模大野５丁目４０３７番７外

「相模大野５－２７－４」

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ住宅地域

古淵
西大沼２丁目３５１１番１４１

「西大沼２－１２－３」

住宅 一般住宅の中に空地等が
見られる新興住宅地域

原当麻
当麻字薊ヶ谷１１１１番２０

学習塾 中高層のビル、マンショ
ン等が建ち並ぶ商業地域

相模原
相模原５丁目２８７番１

「相模原５－５－７」

住宅 中小規模一般住宅が多い
住宅地域

小田急相模原
御園４丁目４３４１番１３８

「御園４－６－１２」

住宅 一般住宅の中にアパート
等が見られる住宅地域

相模原
中央５丁目４９５１番２５

「中央５－６－５」

住宅 一般住宅の中に農地等が
見られる住宅地域

上溝
田名字四ッ谷３２５６番３
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横須賀（県）横須賀市 北　　      6m 水道
128,000 161    1:1   市道 ガス １低専

 -  6 　 下水 (  40,  80)
横須賀 ＬＳ2     2.1km 　　 　　

129,000
-15

横須賀（県）横須賀市 台形 南東　    4.5m 水道
103,000 219  1.5:1   市道 ２中専

 - 22 　 下水 (  60, 200)
横須賀 Ｗ2 西     8.6km 準防 高度

104,000 側道
-35

横須賀（県）横須賀市 南　　      6m 水道
150,000 210    1:1.2 市道 ガス １低専

 - 24 　 下水 (  40,  80)
横須賀 Ｗ2     1.7km 　　 　　

151,000
-19

横須賀（県）横須賀市 台形 北東　     18m 水道
325,000 126    1:1   県道 ガス 商業

5-  8 　 下水 (  80, 400)
横須賀 Ｗ2     250m 防火 高度

329,000
 　  5-  4

平塚（県） 平塚市 西　　      6m 水道
175,000 132    1:1.5 市道 ガス １住居

-  3 　 下水 (  60, 200)
平塚 ＲＣ3     2.3km 準防 高度

175,000
-2

平塚（県） 平塚市 南　　    4.5m 水道
133,000 100  1.5:1   市道 １中専

 -  5 　 下水 (  60, 200)
平塚 Ｗ2     4.3km 準防 高度

133,000
-19

平塚（県） 平塚市 南　　      4m 水道
250,000 314    1:1.5 市道 ガス １中専

 -  7 　 下水 (  60, 200)
平塚 Ｗ2     650m 準防 高度

249,000
-29

平塚（県） 平塚市 南　　     22m 水道
358,000 217    1:3   市道 ガス 商業

5-  1 　 下水 (  80, 600)
平塚 Ｓ2     450m 防火 高度

359,000
 　  5-  9

平塚（県） 平塚市 北東　     22m 水道
193,000 127  1.5:1   県道 ガス 近商

 5-  4 　 下水 (  80, 300)
平塚 Ｓ4     1.6km 準防 高度

194,000
 　  5-  4

鎌倉（県） 鎌倉市 北東　      6m 水道
187,000 217  1.2:1   市道 ガス １低専

 - 10 　 下水 (  40,  80)
鎌倉       1km 　　 　　

188,000
-35

店舗兼共同住
宅

小売店舗、病院、住宅等
が混在する路線商業地域

平塚
豊原町１８２０番１

「豊原町３－１８」

建築中 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

西鎌倉
腰越字猫池ケ谷１３３０番３３

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

平塚
松風町９７番３

「松風町２３－１４」

店舗 中小規模の店舗が建ち並
ぶ既成商業地域

平塚
明石町２４番２５

「明石町２４－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ既成住宅地域

平塚
中里４１７番外

「中里１６－１３」

住宅 一般住宅、アパート等が
見られる住宅地域

平塚
徳延字曲田１１番３

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

追浜
湘南鷹取４丁目２７番１４３

「湘南鷹取４－２１－４」

店舗兼住宅 金融機関、専門店等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

衣笠
衣笠栄町１丁目１１番

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の分譲住宅地域

京急久里浜
ハイランド１丁目１５２６番３３

「ハイランド１－４１－６」

住宅 中規模一般住宅が多い別
荘等も見られる住宅地域

逗子
秋谷１丁目４６番６外

「秋谷１－５－１３」
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鎌倉（県） 鎌倉市 南東　      6m 水道
149,000 252    1:1   市道 ガス １低専

 - 17 　 下水 (  40,  80)
鎌倉 ＬＳ2     1.1km 　　 　　

149,000
-20

鎌倉（県） 鎌倉市 北西　      8m 水道
214,000 318    1:2   市道 ガス １中専

- 18 　 下水 (  60, 200)
鎌倉 Ｗ2     850m 準防 高度

214,000
-24

鎌倉（県） 鎌倉市 北西　      6m 水道
338,000 232    1:2   市道 ガス １低専

 - 19 　 下水 (  40,  80)
鎌倉 Ｗ1     360m 　　 　　

342,000
-1

鎌倉（県） 鎌倉市 南　　     11m 水道
557,000 432    1:1.5 市道 ガス 商業

5-  4 　 下水 (  80, 400)
鎌倉 ＲＣ3F1B      80m 防火 　　

559,000
 　  5-  1

藤沢（県） 藤沢市 南　　      6m 水道
242,000 263    1:2   市道 ガス ２住居

 -  2 　 下水 (  60, 200)
藤沢 Ｗ2     260m 準防 　　

242,000
-2

藤沢（県） 藤沢市 南東　    5.5m 水道
289,000 238  1.5:1   市道 ガス １低専

 -  3 　 下水 (  40,  80)
藤沢 Ｗ2     450m 　　 　　

291,000
-16

藤沢（県） 藤沢市 南東　    3.9m 水道
168,000 182    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  6 　 下水 (  50,  80)
藤沢 Ｗ2     1.7km 　　 　　

168,000
-36

藤沢（県） 藤沢市 南西　      4m 水道
166,000 124    1:1   市道 ガス １低専

 - 21 　 下水 (  50,  80)
藤沢 ＬＳ2     1.2km 　　 　　

166,000
-12

藤沢（県） 藤沢市 北西　    4.2m 水道
188,000 242    1:1.2 市道 ガス １低専

 - 24 　 下水 (  50,  80)
藤沢 Ｗ2     1.7km 　　 　　

184,000
-11

藤沢（県） 藤沢市 南西　     12m 水道
512,000 221    1:1.5 市道 ガス 商業

5-  8 　 下水 (  80, 400)
藤沢 Ｓ5 北西     300m 準防 　　

514,000 側道
 　  5-  9

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

辻堂
羽鳥５丁目９０１番１５９

「羽鳥５－５－９」

店舗、事務所
兼住宅

中層の店舗ビルが建ち並
ぶ繁華な商業地域

藤沢
藤沢字東横須賀５３２番４

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ高台の住宅地域

藤沢
大鋸３丁目７２０番２６外

「大鋸３－４－１１」

住宅 一般住宅が多い区画整然
とした住宅地域

藤沢本町
白旗２丁目２２３１番２６

「白旗２－１７－２９」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ駅に近い住宅地域

湘南台
湘南台４丁目２番１７

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

鵠沼海岸
鵠沼松が岡５丁目６３４０番３１

「鵠沼松が岡５－１２－９」

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

鎌倉
小町１丁目３４２番２

「小町１－１１－１３」

店舗兼事務所 中層の店舗ビル等が多い
駅至近の商業地域

鎌倉
御成町１２９番７

「御成町１２－８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

湘南深沢
梶原２丁目８４７番１７

「梶原２－５－４」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

大船
玉縄１丁目５番８
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藤沢（県） 藤沢市 東　　      9m 水道
237,000 122    1:1.2 市道 ガス 商業

 5-  9 　 下水 (  80, 400)
藤沢 Ｗ2      70m 準防 　　

238,000
 　  5-  6

小田原（県）小田原市 南　　    5.5m 水道
120,000 201    1:1.2 市道 ガス １中専

 -  7 　 下水 (  60, 200)
小田原 Ｗ2 東     2.2km 準防 高度

121,000 側道
-21

小田原（県）小田原市 東　　    4.6m 水道
133,000 147    1:1.2 道路 ガス １住居

 - 13 　 下水 (  60, 200)
小田原 Ｗ2     550m 準防 高度

135,000
-8

小田原（県）小田原市 西　　     12m 水道
240,000 260    1:4.5 国道 ガス 商業

 5-  4 　 下水 (  80, 400)
小田原 ＲＣ6     400m 防火 高度

241,000
 　  5-  5

小田原（県）小田原市 東　　     12m 水道
162,000 122    1:2   市道 ガス 近商

 5-  8 　 下水 (  80, 300)
小田原 Ｓ3     550m 準防 高度

162,000
 　  5-  2

茅ケ崎（県）茅ケ崎市 北西　      4m 水道
254,000 209    1:1   市道 ガス １低専

 -  2 　 下水 (  50, 100)
茅ケ崎 Ｗ2     1.4km 　　 　　

255,000
-30

茅ケ崎（県）茅ケ崎市 西　　      6m 水道
180,000 174    1:1.2 市道 ガス １低専

-  5 　 下水 (  50, 100)
茅ケ崎 Ｗ2     2.4km 　　 　　

180,000
-7

茅ケ崎（県）茅ケ崎市 東　　      4m 水道
151,000 264    1:1.2 市道 ガス １中専

 -  7 　 下水 (  60, 200)
茅ケ崎 Ｗ2     450m 準防 高度

151,000
-8

茅ケ崎（県）茅ケ崎市 東　　    8.5m 水道
283,000 137    1:3   県道 ガス 近商

5-  1 　 下水 (  80, 200)
茅ケ崎 Ｗ2     290m 準防 高度

283,000
 　  5-  4

逗子（県） 逗子市 西　　      6m 水道
169,000 116    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  1 　 下水 (  50, 100)
逗子 Ｗ2     1.1km 　　 　　

171,000
-11

店舗兼住宅 中小規模の小売店舗等が
建ち並ぶ路線商業地域

茅ケ崎
東海岸北１丁目１０３３０番２８

「東海岸北１－３－３」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

逗子
桜山６丁目１０９７番５８

「桜山６－１２－１８」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

茅ケ崎
高田３丁目１０３番５

「高田３－１４－５」

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な住宅地域

香川
香川６丁目１２８８番３外

「香川６－１６－２０」

店舗兼住宅 小売店舗等が建ち並ぶ既
成商業地域

小田原
栄町２丁目５５０番５外

「栄町２－１５－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い既
成住宅地域

茅ケ崎
中海岸４丁目１１６８５番３３

「中海岸４－１０－４１」

住宅 一般住宅のほかに空地が
見られる住宅地域

足柄
久野字川端１８９番３

店舗、事務所
兼共同住宅

中層の店舗、事務所等が
多い国道沿いの商業地域

小田原
栄町２丁目１２２番１

「栄町２－１２－４」

店舗兼住宅 小規模の小売店舗が多い
駅裏の近隣商業地域

長後
下土棚字新屋敷４６８番９

住宅 中規模住宅が多く見られ
る印刷局近くの住宅地域

国府津
小八幡１丁目５４８番９外

「小八幡１－８－３９」
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三浦（県） 三浦市 東　　      6m 水道
109,000 185    1:1.2 市道 ガス １低専

 -  2 　 下水 (  40,  80)
三浦 Ｗ2     900m 　　 　　

111,000
-5

秦野（県） 秦野市 西　　      4m 水道
115,000 215    1:1.5 市道 １中専

-  7 　 下水 (  60, 200)
秦野 Ｗ2     1.7km 準防 　　

115,000
-2

秦野（県） 秦野市 南東　    4.3m 水道
111,000 147    1:1   市道 ガス １住居

 - 10 　 下水 (  60, 200)
秦野 Ｗ2     850m 準防 　　

111,000
-16

秦野（県） 秦野市 北　　    4.6m 水道
103,000 150  1.2:1   市道 １中専

 - 14 　 下水 (  60, 200)
秦野 Ｗ2     1.1km 準防 　　

103,000
-11

秦野（県） 秦野市 北西　     12m 水道
179,000 171    1:3   県道 ガス 商業

 5-  3 　 下水 (  80, 400)
秦野 Ｓ2     450m 防火 　　

180,000
 　  5-  5

厚木（県） 厚木市 東　　    4.7m 水道
212,000 215    1:1   市道 ガス １低専

- 12 　 下水 (  50, 100)
厚木 Ｗ2     720m 　　 　　

212,000
-20

厚木（県） 厚木市 北　　    4.5m 水道
110,000 173    1:1.5 市道 ガス １低専

- 16 　 下水 (  50, 100)
厚木 Ｗ2     4.4km 　　 　　

111,000
-2

厚木（県） 厚木市 南東　      4m 水道
128,000 228    1:1.5 市道 ガス １住居

- 17 　 下水 (  60, 200)
厚木 Ｗ2     2.2km 準防 　　

128,000
-21

厚木（県） 厚木市 南西　     18m 水道
423,000 165    1:2   市道 ガス 商業

 5-  5 　 下水 (  80, 500)
厚木 ＲＣ4     340m 防火 　　

425,000
 　  5-  3

大和（県） 大和市 西　　      5m 水道
212,000 155  1.5:1   市道 ガス １中専

-  1 　 下水 (  60, 200)
大和 Ｗ2     470m 準防 　　

211,000
-2

店舗兼住宅 中層の店舗ビル等が建ち
並ぶ中心的商業地域

本厚木
中町３丁目６７６番２

「中町３－１３－２」

住宅 一般住宅のほかアパート
も混在する既成住宅地域

中央林間
中央林間５丁目４４１８番２８

「中央林間５－５－２３」

住宅 中規模住宅が建ち並ぶ区
画整然とした住宅地域

本厚木
毛利台２丁目１４０５番１７８

「毛利台２－１３－１３」

住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

本厚木
妻田東１丁目２２９５番３

「妻田東１－１８－２３」

店舗兼事務所 中低層店舗併用事務所等
が建ち並ぶ商業地域

秦野
本町１丁目２６０７番３９

「本町１－４－１０」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ整然とした住宅地域

本厚木
旭町５丁目１９７番１３外

「旭町５－２３－４」

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

東海大学前
南矢名５丁目２０６６番９

「南矢名５－４－６」

住宅 一般住宅等が建ち並ぶ既
成住宅地域

渋沢
沼代新町５２３番１外

「沼代新町７－２２」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

三崎口
初声町下宮田字沓形１０７９番１０４

住宅 中小規模一般住宅が建ち
並ぶ既成住宅地域

秦野
清水町９１０番２０

「清水町６－１２」
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大和（県） 大和市 北　　      4m 水道
175,000 147    1:1.5 市道 １中専

-  9 　 下水 (  60, 200)
大和 Ｗ2     700m 準防 　　

175,000
-3

大和（県） 大和市 南東　     10m 水道
304,000 115    1:3   市道 ガス 商業

5-  4 　 下水 (  80, 400)
大和 Ｓ3      90m 防火 　　

304,000
 　  5-  2

伊勢原（県）伊勢原市 南　　      6m 水道
131,000 169    1:1.5 市道 ガス ２住居

-  3 　 下水 (  60, 200)
伊勢原 Ｗ1     900m 準防 　　

131,000
-1

伊勢原（県）伊勢原市 西　　      6m 水道
139,000 145    1:1.5 市道 ガス １住居

-  4 　 下水 (  60, 200)
伊勢原 Ｗ2     600m 準防 　　

139,000
-5

海老名（県）海老名市 南西　      6m 水道
172,000 177    1:1.2 市道 ガス １住居

 -  4 　 下水 (  60, 200)
海老名 Ｗ2     1.8km 準防 　　

172,000
-12

海老名（県）海老名市 西　　    5.1m 水道
118,000 148    1:1   市道 １住居

 -  5 　 下水 (  60, 200)
海老名 Ｗ2     3.1km 準防 　　

118,000
-10

座間（県） 座間市 南　　      4m 水道
153,000 217    1:1.2 市道 ガス １低専

-  1 　 下水 (  50, 100)
座間 Ｗ2     1.4km 　　 　　

153,000
-3

南足柄（県）南足柄市 北　　      5m 水道
93,800 163    1:1.5 市道 ガス １中専

-  5 　 下水 (  60, 200)
南足柄 ＬＳ2     850m 準防 　　

95,500
-4

綾瀬（県） 綾瀬市 北東　      4m 水道
137,000 103    1:2   市道 １中専

-  2 　 下水 (  60, 200)
綾瀬 Ｗ2     1.9km 準防 　　

137,000
-5

葉山（県） 三浦郡葉山町 台形 北　　    4.8m 水道
152,000 260    1:1.5 町道 １低専

-  4 　 下水 (  40,  80)
葉山 ＬＳ2     4.6km 　　 　　

151,000
-9

住宅 小規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

さがみ野
寺尾中１丁目１５０７番８

「寺尾中１－１５－１３」

住宅 中規模一般住宅が多い高
台の住宅地域

逗子
一色字前田１２００番１４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

座間
立野台３丁目３６１番３０

「立野台３－１２－９」

住宅 一般住宅のほかに空地が
見られる分譲住宅地域

大雄山
怒田字八幡平３１８番４

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

小田急海老名
浜田町１３番１７

「浜田町１３－１７」

住宅 小規模一般住宅のほかに
農地も見られる住宅地域

小田急海老名
今里２丁目４０８番１６

「今里２－１２－１０」

住宅 中規模一般住宅が多い区
画整然とした住宅地域

伊勢原
東大竹２丁目２７番７

住宅 小規模一般住宅、アパー
ト等が混在する住宅地域

愛甲石田
石田字塚本１４７５番７

住宅 一般住宅、アパート等が
混在する既成住宅地域

大和
中央７丁目４２８番９

「中央７－７－２１」

店舗 中低層の雑居ビル、飲食
店等が建ち並ぶ商業地域

南林間
南林間１丁目３３４３番７５

「南林間１－８－２」
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寒川（県） 高座郡寒川町 北東　      4m 水道
146,000 136    1:1.5 町道 ガス １中専

-  2 　 下水 (  60, 200)
神奈川寒川 Ｗ2     750m 準防 　　

146,000
-6

大磯（県） 中郡大磯町 北西　    5.2m 水道
168,000 325    1:2   町道 １低専

-  4 　 下水 (  50, 100)
大磯 Ｗ2     1.8km 　　 　　

168,000 背面道
-1

二宮（県） 中郡二宮町 東　　駅前広場 水道
230,000 226  1.5:1   町道 近商

 5-  2 　 下水 (  80, 200)
神奈川二宮 Ｓ2 北 駅前広場接面 準防 高度

232,000 側道
 　  5-  1

松田（県） 足柄上郡松田町 台形 南　　    3.7m 水道
111,000 211  1.5:1   町道 １中専

-  2 　 下水 (  60, 200)
松田 Ｗ2     150m 　　 　　

112,000
-4

湯河原（県）足柄下郡湯河原町 西　　      6m 水道 （都）
115,000 146    1:1.5 町道 ２住居

-  2 　 下水 (  60, 200)
湯河原 Ｗ2     900m 　　 　　

116,000
-1

愛川（県） 愛甲郡愛川町 北西　    5.5m 水道
81,500 257  1.2:1   町道 ガス １低専

-  1 　 下水 (  50, 100)
愛川 Ｗ2    12.5km 　　 　　

82,000
-1

住宅 一般住宅のほかにアパー
ト等が見られる住宅地域

湯河原
中央１丁目１４番２外

住宅 一般住宅が建ち並ぶ区画
整然とした住宅地域

本厚木
春日台３丁目２７番６

店舗 飲食店、小売店舗等が建
ち並ぶ駅前の商業地域

二宮
二宮字西浜端２０８番１外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ駅に近い既成住宅地域

新松田
松田惣領字壱町田１３８３番１３

住宅 中小規模の一般住宅に空
地も見られる住宅地域

寒川
岡田２４０１番４外

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ分譲住宅地域

大磯
高麗２丁目５３３番１７

「高麗２－９－９」
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記載内容及び用語の説明 

 

第１ 宅地及び宅地見込地 

１ 「基準地番号」の欄においては、次により表示しました。 

(1) 一連番号の前に付されている３、５、７、９及び 10 は、当該基準地がそれぞれ宅地見込地、商業地、準工業地、工業地及び市街化調整区域内宅地であることを示し、冠記していないものは住宅地であ 

ることを示します。 

(2) ＊印は、地価公示法第 2 条第 1 項の規定により平成 24 年 1 月 1 日に価格を判定された代表標準地と同一地点であることを示します。 

２ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。基準地に住居表示がある場合には「 」内に表示しました。また、土地区画整 

理事業による仮換地又は土地改良事業の一時利用地となっている場合には、原則として、その場所の当該事業による整理前の所在、地番を表示し、 ( )  内にその場所の当該事業による工区名、街区番 

号、符号（仮換地番号）等を表示しました。なお、仮換地番号と住居表示の両方のある場合は仮換地番号の表示を省略しました。 

３ 「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積（1 筆の土地の一部にあっては実測図等に基づく地積、土地区画整理事業又は土地改良事業の仮換地又は一時利用地にあって 

は当該仮換地等の指定地積）を表示し、１平方メートル未満は切り捨ててあります。また、基準地の一部が私道となっている場合には、その「地積」の欄には私道部分を含めて全筆の地積を表示しました。 

４ 「基準地の形状」の欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率（宅地見込地にあっては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から対辺までの長さの比率）を左側に間 

口､右側に奥行の順で表示しました。なお、形状は、「台形」、｢不整形｣等と特に表示していない限り四角形です。 

５ 「基準地の利用の現況」の欄には、建物の用途のほか建物の構造を次の略号で表示し、その右側に階層（地下階層がある場合、地上階層にはＦを、地下階層にはＢを付してあります。）を表示しました。 

鉄骨鉄筋コンクリート造…………ＳＲＣ 

鉄筋コンクリート造………………ＲＣ 

鉄骨造……………………………Ｓ 

ブロック造…………………………Ｂ 

木造………………………………Ｗ 

軽量鉄骨造………………………ＬＳ 

６ 「基準地の前面道路の状況」の欄においては、次により表示しました。なお、舗装の状況は、「未舗装」と特に表示していない限り舗装済みです。 

 (1) 道路法の道路は、単に「国道」、「市道」等と表示しました。 
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(2) 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行地区内の道路は､道路法の道路又はその敷地が国若しくは地方公共団体の所有であるものを除き、「区画街路」と表示しました。 

(3) 私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは「私道」と表示しました。 

(4) 上記以外の道路は、単に「道路」と表示しました。 

(5) 道路幅員は道路としての連続性に着目しているため、単に画地の前面幅員ということではありません。 

７ 「基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況」の欄においては、次により表示しました。 

(1) 水道法による水道事業若しくは専用水道により給水されている場合又は通常の工事費負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、「水道」と表示しました。 

(2) ガス事業法による一般ガス事業若しくは簡易ガス事業によりガスが供給されている場合又は通常の工事費負担によってこれらのガス事業からガス供給が可能な場合には、「ガス」と表示しました。 

(3) 下水道法に基づく処理区域内にある場合又は処理区域外に存する大規模造成地等にある下水道で宅地供給者若しくは組合等が一体として管理し、かつ、公共下水道に接続し、若しくは終末処理場を

有している場合には、「下水」と表示しました。 

８ 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅(地下鉄の場合には、地表への出入口)までの道路距離を表示し、50 メートル未満の 

場合には、｢近接｣又は「接面｣と表示しました。 

９ 「基準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの」の欄においては、次により表示しました。 

(1) 用途地域等は、次の略号で表示しました。なお、市街化区域は、特に表示していません。 

第一種低層住居専用地域…………………………………………………１低専 

      第二種低層住居専用地域…………………………………………………２低専 

  第一種中高層住居専用地域………………………………………………１中専 

  第二種中高層住居専用地域………………………………………………２中専 

  第一種住居地域……………………………………………………………１住居 

  第二種住居地域……………………………………………………………２住居 

  準住居地域…………………………………………………………………準住居 

  近隣商業地域………………………………………………………………近商 

  商業地域……………………………………………………………………商業 

  準工業地域…………………………………………………………………準工 
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  工業地域……………………………………………………………………工業 

  工業専用地域………………………………………………………………工専 

  防火地域……………………………………………………………………防火 

  準防火地域…………………………………………………………………準防 

  高度地区……………………………………………………………………高度 

  市街化調整区域……………………………………………………………「調区」 

  市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域…………………（都） 

  都市計画の定めのない区域………………………………………………「都計外」 

(2) 用途地域については（ ）内の左側に建ぺい率を、右側に容積率をそれぞれパーセントで表示しました。                                                              

また、用途指定のない市街化調整区域内宅地、用途指定のない市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域についても、（ ）内の左側に建ぺい率を、右側に容積率をそれぞれパーセント

で表示しました。 

10 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成 24 年 7 月 1 日）における状況により行いました。 

第２ 林地 

１ 「基準地番号」の欄の一連番号の前に付されている（林）は、林地であることを示します。 

２ ｢基準地の所在及び地番｣の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。 

３ 「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示しました。 

４ 「基準地の利用の現況」の欄には、林地の現況及び樹種を表示しました。 

５ 「交通接近条件」の欄においては、次により表示しました。 

(1) 「基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離」の欄には、搬出方法については人力、集材機、鉄索、林（公）道隣接等のうち通常考えられる方法を記載し、距離については当該基準地の中心部から

の距離を表示しました。 

(2) 「搬出地点の道路の状況」の欄には、道路の種類及び幅員を表示しました。 

(3) 「最寄り駅及び距離」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅までの道路距離を表示しました。 

(4) 「最寄り集落及び距離」の欄には、原則として、最寄り集落及び当該基準地から最寄り集落までの道路距離を表示しました。 
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  ６ 「公法上の規制」の欄においては、都市計画法、森林法及び自然公園法に基づく規制を次により表示しました。 

(1) 都市計画法 

市街化調整区域……………………………………………………………「調区」 

市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域…………………（都） 

都市計画の定めのない区域………………………………………………「都計外」 

(2) 森林法 

地域森林計画対象民有林区域……………………………………………「地森計」 

(3) 自然公園法 

国定公園……………………………………………………………………国定公 

普通地域……………………………………………………………………普通 

特別地域（第 3 種）…………………………………………………………（3 種） 

県立自然公園(普通)……………………………………………………… 県立公普通 

７ 「地域の特性」の欄には、都市近郊林地又は農村林地の別を表示しました。 

８ 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（平成 24 年 7 月 1 日）における状況により行いました。 

第３ 地価公示の代表標準地と同一地点である基準地 

１ 「基準地番号 標準地番号」の欄の上段には基準地番号を、下段には標準地番号を表示しました。 

２ 「基準地の 1 平方メートル当たりの価格」の欄の上段には基準地の価格を、下段には平成 24 年 1 月 1 日に判定された標準地の価格を表示しました。 
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