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図番 図名 出版者 測図・測量年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

宇都宮4水海道4 宝珠花 国土地理院 昭和28年測量 昭和52年改測 昭和58.2
02・23E-6-1-4-4-
1983A

1170000459

宇都宮7古河2 古河 国土地理院 昭和28年測量 昭和50年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-7-2-
1976A

1170000468

宇都宮7古河4 館林 国土地理院 昭和32年測量 昭和50年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-7-4-
1976A

1170000477

宇都宮8鴻巣1 栗橋 国土地理院 昭和28年測量 昭和52年改測 昭和58.2
02・23E-6-1-8-1-
1983A

1170000486

宇都宮8鴻巣2 久喜 国土地理院 昭和28年測量 昭和52年改測 昭和58.2
02・23E-6-1-8-2-
1983A

1170000495

宇都宮8鴻巣3 加須 国土地理院 昭和31年測量 昭和52年改測 昭和58.2
02・23E-6-1-8-3-
1983A

1170000501

宇都宮8鴻巣4 鴻巣 国土地理院 昭和31年測量 昭和47年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-8-4-
1976A

1170000510

宇都宮11深谷2 妻沼 国土地理院 昭和33年測量 昭和48年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-11-2-
1976A

1170000520

宇都宮11深谷3 上野境 国土地理院 昭和33年測量 昭和48年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-11-3-
1976A

1170000539

宇都宮11深谷4 深谷 国土地理院 昭和33年測量 昭和44年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-11-4-
1976A

1170000548

宇都宮12熊谷1 熊谷 国土地理院 昭和32年測量 昭和52年改測 昭和58.2
02・23E-6-1-12-1-
1983A

1170000557

宇都宮12熊谷2 東松山 国土地理院 昭和31年測量 昭和49年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-12-2-
1976A

1170000566

宇都宮12熊谷3 三ヶ尻 国土地理院 昭和32年測量 昭和45年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-12-3-
1976A

1170000575

宇都宮12熊谷4 武蔵小川 国土地理院 昭和32年測量 昭和49年修正 昭和51.3
02・23E-6-1-12-4-
1976A

1170000584

宇都宮16寄居1 寄居 国土地理院 昭和45年測量 昭和54年修正 昭和56.3
02・23E-6-1-16-1-
1981A

1170000593

宇都宮16寄居3 鬼石 国土地理院 昭和45年測量 昭和54年修正 昭和56.3
02・23E-6-1-16-3-
1981A

1170000600

宇都宮16寄居4 皆野 国土地理院 昭和45年測量 昭和54年修正 昭和56.3
02・23E-6-1-16-4-
1981A

1170000619

東京1野田1 守谷 国土地理院 昭和27年測量 昭和48年修正 昭和51.3
02・23E-6-3-1-1-
1976A

1170000628

東京1野田2 流山 国土地理院 昭和3年測量
昭和51年改測昭和
54年修正

昭和58.2
02・23E-6-3-1-2-
1983A

1170000637

東京1野田3 野田市 国土地理院 昭和28年測量 昭和48年修正 昭和51.3
02・23E-6-3-1-3-
1976A

1170000646

東京1野田4 越谷 国土地理院 明治39年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-1-4-
1976A

1170000655

明治36年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-2-1-
1979A

1170000664

昭和52年9月
土地利用調査
(昭和53年11
月鉄道補入)

昭和54.2 DT0・519-5070-1-2-1 5001977555

明治36年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-2-2-
1979A

1170000673

昭和52年9月
土地利用調査
(昭和53年11
月鉄道補入)

昭和54.2 DT0・519-5070-1-2-2 5001977564

東京2東京東北部3 草加 国土地理院 明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-2-3-
1979A

1170000682

東京2東京東北部4 東京首部 国土地理院 明治41年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-2-4-
1979A

1170000691

昭和12年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-3-1-
1979A

1170000708

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2 DT0・519-5070-1-3-1 5001977680

東京3東京東南部3 東京南部 国土地理院 明治42年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-3-3-
1979A

1170000717

東京3東京東南部4
東京国際空
港

国土地理院 大正11年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-3-4-
1979A

1170000726

東京4木更津1 奈良輪 国土地理院 昭和37年測量 昭和49年修正 昭和52.3
02・23E-6-3-4-1-
1977A

1170000735

東京4木更津2 木更津 国土地理院 明治36年測量
昭和45年改測
昭和49年修正

昭和52.3
02・23E-6-3-4-2-
1977A

1170000744

東京4木更津4 大堀 国土地理院 明治36年測量
昭和45年改測
昭和49年修正

昭和52.4
02・23E-6-3-4-4-
1977A

1170000753

松戸 国土地理院

船橋 国土地理院

浦安 国土地理院

東京2東京東北部1

東京2東京東北部2

東京3東京東南部1
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図番 図名 出版者 測図・測量年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

東京5大宮1 岩槻 国土地理院 昭和28年測量
昭和51年改測
昭和54年修正

昭和58.2
02・23E-6-3-5-1-
1983A

1170000762

東京5大宮2 浦和 国土地理院 明治39年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-5-2-
1976A

1170000771

東京5大宮3 上尾 国土地理院 昭和31年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-5-3-
1976A

1170000780

東京5大宮4 与野 国土地理院 大正13年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-5-4-
1976A

1170000790

明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-6-1-
1979A

1170000806

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2 DT0・519-5070-1-6-1 5001977537

東京6東京西北部2 東京西部 国土地理院 明治41年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-6-2-
1979A

1170000815

明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-6-3-
1979A

1170000824

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2 DT0・519-5070-1-6-3 5001977519

東京6東京西北部4 吉祥寺 国土地理院 明治35年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-6-4-
1979A

1170000833

東京7東京西南部1 東京西南部 国土地理院 明治42年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-7-1-
1979A

1170000842

大正11年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-7-2-
1979A

1170000851

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2 DT0・519-5070-1-7-2 5001977546

東京7東京西南部3 溝口 国土地理院 明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-7-3-
1979A

1170000860

明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-7-4-
1979A

1170000870

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2 DT0・519-5070-1-7-4 5001977528

東京8横浜1、東京4木更津
3

横浜東部 国土地理院 大正11年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-8-1-
1979A

1170000889

東京8横浜2 本牧 国土地理院 明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-8-2-
1979A

1170000898

東京8横浜3 横浜西部 国土地理院 明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-8-3-
1979A

1170000904

東京8横浜4 戸塚 国土地理院 明治36年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-8-4-
1979A

1170000913

東京9川越1 川越北部 国土地理院 昭和31年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-9-1-
1976A

1170000922

東京9川越2 川越南部 国土地理院 大正12年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-9-2-
1976A

1170000931

東京9川越3 越生 国土地理院 昭和32年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-9-3-
1976A

1170000940

東京9川越4 飯能 国土地理院 大正12年測量
昭和42年改測
昭和48年修正

昭和51.3
02・23E-6-3-9-4-
1976A

1170000950

大正10年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-10-1-
1979A

1170000969

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2
DT0・519-5070-1-10-
1

5001977475

明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-10-2-
1979A

1170000978

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2
DT0・519-5070-1-10-
2

5001977484

大正12年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-10-3-
1979A

1170000987

昭和52年9月
土地利用調査

昭和54.2
DT0・519-5070-1-10-
3

5001977420

東京10青梅4 拝島 国土地理院 明治39年測量 昭和51年改測 昭和54.2
02・23E-6-3-10-4-
1979A

1170000996

大正10年測量 昭和50年改測 昭和53.3
02・23E-6-3-11-1-
1978A

1170001008

昭和52年2月
土地利用調査

昭和53.3
DT0・519-5070-1-11-
1

5001977493

大正10年測量 昭和50年改測 昭和53.3
02・23E-6-3-11-2-
1978A

1170001017

昭和52年2月
土地利用調査

昭和53.3
DT0・519-5070-1-11-
2

5001977500

大正10年測量 昭和50年改測 昭和53.3
02・23E-6-3-11-3-
1978A

1170001026

昭和52年2月
土地利用調査

昭和53.3
DT0・519-5070-1-11-
3

5001977439

志木

川崎

荏田

青梅

国土地理院

国土地理院

国土地理院

武蔵府中

原町田

国土地理院

東京11八王子3 八王子

国土地理院

国土地理院

東京11八王子1

東京11八王子2

赤羽 国土地理院

東京10青梅3

東京6東京西北部3

東京7東京西南部2

東京7東京西南部4

東京10青梅1

東京6東京西北部1

国土地理院

東京10青梅2

所沢

立川

国土地理院

国土地理院
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図番 図名 出版者 測図・測量年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

東京11八王子4 上溝 国土地理院 大正10年測量 昭和50年改測 昭和53.3
02・23E-6-3-11-4-
1978A

1170001035

東京12藤沢1 座間 国土地理院 大正10年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-12-1-
1979A

1170001044

東京12藤沢2 藤沢 国土地理院 明治40年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-12-2-
1979A

1170001053

東京12藤沢3 厚木 国土地理院 大正10年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-12-3-
1979A

1170001062

東京12藤沢4 伊勢原 国土地理院 明治40年測量 昭和51年改測 昭和54.12
02・23E-6-3-12-4-
1979A

1170001071

東京13秩父3 秩父 国土地理院 昭和45年測量 昭和54年修正 昭和56.3
02・23E-6-3-13-3-
1981A

1170001080

東京16秦野2 秦野 国土地理院 大正10年測量
昭和44年改測
昭和49年修正

昭和54.12
02・23E-6-3-16-2-
1979A

1170001090

東京16秦野4 山北 国土地理院 大正10年測量
昭和44年改測
昭和49年修正

昭和55.3
02・23E-6-3-16-4-
1980A

1170001106

横須賀5横須賀1 横須賀 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-5-1-
1980A

1170001115

横須賀5横須賀2 浦賀 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-5-2-
1980A

1170001124

横須賀5横須賀3 鎌倉 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-5-3-
1980A

1170001133

横須賀5横須賀4 秋谷 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-5-4-
1980A

1170001142

横須賀6三崎1・3 三浦三崎 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-6-1・3-
1980A

1170001151

横須賀9平塚1 江の島 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-9-1-
1980A

1170001160

横須賀9平塚3 平塚 国土地理院 大正10年測量 昭和53年改測 昭和55.12
02・23E-6-4-9-3-
1980A

1170001170

横須賀13小田原1 小田原北部 国土地理院 明治18年測量
昭和45年改測
昭和50年修正

昭和54.12
02・23E-6-4-13-1-
1979A

1170001189

横須賀13小田原2 小田原南部 国土地理院 明治18年測量
昭和44年改測
昭和50年修正

昭和54.12
02・23E-6-4-13-2-
1979A

1170001198

横須賀13小田原3 関本 国土地理院 明治18年測量
昭和45年改測
昭和50年修正

昭和54.12
02・23E-6-4-13-3-
1979A

1170001204

横須賀13小田原4 箱根 国土地理院 明治18年測量
昭和45年改測
昭和50年修正

昭和54.12
02・23E-6-4-13-4-
1979A

1170001213

横須賀14熱海1 真鶴岬 国土地理院 明治29年測量 昭和44年改測 昭和52.3
02・23E-6-4-14-1-
1977A

1170001222

横須賀14熱海3 熱海 国土地理院 明治18年測量
昭和45年改測
昭和49年修正

昭和52.3
02・23E-6-4-14-3-
1977A

1170001231

甲府3都留3 笹子 国土地理院 大正10年測量 昭和45年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-3-3-
1978A

1170001240

甲府3都留4 河口湖東部 国土地理院 大正10年測量 昭和45年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-3-4-
1978A

1170001250

甲府4山中湖2 駿河小山 国土地理院 昭和4年測量
昭和46年改測
昭和52年修正

昭和55.3
02・23E-6-5-4-2-
1980A

1170001269

甲府6御岳昇仙峡2 塩山 国土地理院 昭和48年測量 昭和53.12
02・23E-6-5-6-2-
1978A

1170001278

甲府6御岳昇仙峡4 甲府北部 国土地理院 昭和48年測量 　 昭和53.12
02・23E-6-5-6-4-
1978A

1170001287

甲府7甲府1 石和 国土地理院 明治21年測量 昭和45年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-7-1-
1978A

1170001296

甲府7甲府2 河口湖西部 国土地理院 明治21年測量 昭和45年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-7-2-
1978A

1170001302

甲府7甲府3 甲府 国土地理院 明治21年測量 昭和46年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-7-3-
1978A

1170001311

甲府7甲府4 市川大門 国土地理院 明治21年測量 昭和46年改測 昭和53.12
02・23E-6-5-7-4-
1978A

1170001320
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