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B. 主題図編 

[1]土地条件図他 

（1）土地条件図（国土地理院） 

  ＊2万5千分1土地条件図は、Ｄ.地形図編をご覧ください。 

 

（2）火山基本図等（国土地理院） 

1万5千分1火山土地条件図 

    三宅島 (1994調査・編集 DT/85・29/5001) 

  5千分1火山基本図 

    伊豆大島 1, 2 (昭和56測量 DT/81・29/5001/1,2) 

    三宅島 1～6 (1～2 昭和56測量, 3～6 昭和58修正 DT/85・29/5002/1～6) 

 

（3）土地利用図（国土地理院） 

  ＊20万分１、2万1千分1土地利用図は、Ｄ.地形図編をご覧ください。 

 

（4）土地分類図 

  土地分類図（東京都）（1976 国土庁土地局 図9枚,103p 1:100000  DT/0・450/87/G） 

  土地分類基本調査（東京都労働経済局 1:50000） 

    東京東北部・東京東南部  1999年版 [付図]（6枚  T/0・450/5003/1-2） 

    東京西南部 1997年版 [付図]（6枚  T/0・450/3022/G） 

    東京西北部 1998年版 [付図]（6枚  T/0・450/3022/G2） 

    八王子・藤沢・上野原 1995年版 [付図]（6枚  T/60・45/3003/G） 

    川越・青梅 1996年版 [付図]（6枚  T/60・45/3004/G） 

    秩父・五日市・三峰・丹波 1994年刊 [付図]（6枚  T/75・45/3001/G） 

    大島 1989年刊 [付図]（6枚  T/81・45/3004/G） 

    八丈島・青ヶ島 1992年刊 [付図]（6枚  T/87・45/3001/G） 

    父島・母島 1992年刊 [付図]（6枚  T/88・45/3001/G） 

    利島・新島・神津島・三宅島・御蔵島 1991年刊 [付図]（6枚 T/80・45/3001/G） 

  土地分類基本調査（垂直調査）成果図集（首都圏） 

        （1999 国土庁土地局 20p, 図21枚 DT/455.1/5007/1999,DT/92・45/5001) 

治水地形分類図 

 1977年作成 

松戸（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/1-1977） 

船橋（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/2-1977） 

草加（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/3-1977） 

東京首部（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/4-1977） 

浦安（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/5-1977） 

東京南部（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/6-1977） 

東京国際空港（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/7-1977） 

赤羽（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/8-1977） 
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東京西部（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/9-1977） 

東京西南部（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/10-1977） 

川崎（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/11-1977） 

溝口（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/12-1977） 

荏田（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/13-1977） 

立川（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/14-1977） 

青梅（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/15-1977） 

拝島（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/16-1977） 

武蔵府中（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/17-1977） 

原町田（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/18-1977） 

八王子（1977 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/19-1977） 

   2012～2015年作成 

松戸（2012 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/1-2012） 

船橋（2012 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/2-2012） 

草加（2014 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/3-2014） 

浦安（2012 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/5-2012） 

赤羽（2015作成 国土地理院 図1枚 1:25000 T/517.4/5019/8-2015） 

 

（5）土地保全図（国土交通省）  

  土地保全図 13 東京都（2008 国土交通省 図6枚 1:100000 DRT/601.1/5072/2008 製本） 

    内容:自然環境条件図. 土地利用・植生現況図. 災害履歴図. 防災・土地保全等施設図.  

土地保全等関係法指定区域図. 土地利用動向図 

    付：説明書、CD-ROM：土地保全図数値データ 

土地保全図 三宅島地区（1987 国土庁 図5枚 1:25000 T/85・45/5 製本 

    付：土地保全基本調査報告書、溶岩流シュミレーション図 27枚） 

 

[2]地質図・地盤図 

  東京市高低図（大正14 東京市復興局土木部 図1枚 1:20000 T/518.8/5248/1925） 

  東京及横浜地質調査報告附図（[昭和4] 復興局建築部 図16枚 DT/0・450/52/2 製本） 

  東京市土性図（昭和11 東京府立農事試験場 図7枚,74p 1:50000 T/0・450/24/G） 

  東京地盤図 [本編], 付録（1959 技報堂 2冊 D0945/T7289/T1-1,2） 

  江東・城北地帯土質柱状図集（1961 東京都首都整備局 D0951/T7279/K） 

  地質柱状図集（1963 東京都土木技術研究所 D0951/D580/T1-1） 

  東京低地帯地盤高図（1965 東京都土木技術研究所 図1枚 1:25000  

                                T/0・450/3006/G1 製本） 

  東京都路床土調査図集 1～3（1964-1966 東京都土木技術研究所 3冊 D0951/D580/T2-1～3） 

  東京都地盤地質図 23区内（[1969] 東京都土木技術研究所 図14枚 D0951/D580/T1-2） 

  東京23区地質柱状図集（1974 東京都土木技術研究所 23冊 DT/0・450/8/G1～23 

                                      ※各区別） 

   



70 

 

荒川流域地盤高図（1971-1977 東京都土木技術研究所 1:25000  

                          DT/0・450/3006/G2-70,G2-73,G2 製本） 

  ボーリング位置および地盤分類図 山の手・北多摩地区（[19--] 

                 東京都土木技術研究所 図4枚 DT/0・450/33/G2-5 製本） 

  地盤断面図 山の手・北多摩地区（[19--] 東京都土木技術研究所 図5枚 

                               DT/0・450/33/G2-4 製本） 

  東京都総合地盤図 1 東京都地質図集 3 [付図] 地盤種別図ほか（1977 技報堂出版 

                                  DT/0・450/33/G1-4） 

  地質柱状図集（1977 技報堂出版 DT/0・450/33/G1-2） 

  城南地域地盤高図（1977 東京都土木技術研究所 図1枚 1:12000 DT/0・450/3006/G3） 

  活構造図 東京（1982 地質調査所 図1枚 1:500000 T/0・450/88 製本） 

  1:50000地盤高図東京（[1989] 国土地理院 図1枚 1:50000 T/511.2/5003/1989） 

  地質柱状図集 山の手・北多摩地区（1990 東京都土木技術研究所 DT/0・450/33/G2-2） 

  地質構造図（1996 東京都土木技術研究所 図2枚 DT/0・450/3014/G6） 

  地質断面図（1996 東京都土木技術研究所 図6枚 DT/0・450/3014/G5） 

  地質柱状図位置図（1996 東京都土木技術研究所 図1枚 DT/0・450/3014/G4） 

  東京（1997 通商産業省工業技術院地質調査所 図3枚 1:500000 T/454.4/5001/1997） 

    内容: 活構造図. 地震構造図. 重力構造図 

  東京の液状化予測図（1998 東京都土木技術研究所 図4枚 1:25000 

                              DT/0・450/3033/G98 製本） 

 

＜東京湾＞ 

  東京湾周辺地帯の地盤[付図]（1969 大蔵省印刷局 図20枚 DT/10・51/86/3-2 製本） 

  東京港地盤図 1  地質地盤図篇（1972 東京都港湾局 図13枚 DT/10・45/3/G1 製本） 

  東京湾とその周辺地域の地質（1979 地質調査所 1:100000 T/10・45/13） 

  東京湾とその周辺地域の地質（1995 通商産業省工業技術院地質調査所 図2枚 1:100000 

T/05・455/5002/1995,1995-2） 

    内容：東京湾とその周辺地域の地質、地質断面図及び層序断面図 

新版 東京港地盤図[図集]（2001 東京都港湾局 図6枚 DT/10・45/3/G2001-2 製本） 

 

  ※東京湾変遷模型原図（1994 東京都江戸東京博物館 15p, 図3枚 T/05・454/5002/1994） 

 

＜多摩地域＞ 

   特殊地質図 16（1972 工業技術院 図9枚 T/80・455/5001/1972,1972-2） 

    内容：多摩丘陵北西部関東ローム地質図（1:100000）、地質断面図、 

地質調査所ボーリング柱状図、川崎市五反田川流域関東ローム地質図（1:5000）、 

五反田川右岸の立体断面図・五所塚～専修大学の立体断面図、露頭柱状図、 

生田試験地関東ローム地質図（1:500）、生田試験地地質断面図、試錐柱状図 

  東京都地盤地質図 三多摩地区（1976 東京都総務局 図9枚 DT/60・45/1/G） 
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南多摩地区地質図（1980 東京都南多摩経済事務所 図1枚 1:50000 

                                T/70・45/3001/G 製本） 

五日市（1987 通商産業省工業技術院地質調査所 図1枚 1:50000 T/455.1/5013/8-49） 

  青梅地域の地質[付図]（2007 産業技術総合研究所地質調査総合センター 図1枚 

                                                          1:50000 T/59・455/5001/2007-2） 

東京都奥多摩地域の地質[付図] 東京都奥多摩地域地質図 

     （[2003] [東京都土木技術研究所] 図1枚 1:50000 DT/90・455/5001/2003） 

  大規模造成宅地の地盤改変図（2006 東京都土木技術研究所 図1枚 1:25000 

                                                                   T/80・518/5004/2006） 

  八王子（2013 産業技術総合研究所地質調査総合センター 図1枚 1:50000 

T/455.1/5084/8-62-2013,8-62-2013-2） 

 

＜区市町村別＞ 

  東京都板橋区及び練馬区内地盤図 1～3,  付図2冊 

                    （1977 東京都下水道局 T/44・45/1/G1～3 全5冊） 

  板橋区地盤調査報告書[分冊] 板橋区地盤図・土質柱状図集 

                         （1984 板橋区 418p DT/44・51/11/3） 

  大田区地盤地質地下水調査報告書 附図（1970 大田区 DT/52・45/3001/2） 

  世田谷地盤図（1982 世田谷区 DT/54・45/1/1～2 全2冊） 

震災対策基礎調査報告書 地形・地質・地盤編[付図] 地盤高図 

                                                （1975  国分寺市 図9枚 T/66・51/3002） 

青梅市史 上巻[付図]（1995 青梅市 図3枚 1:50000  T/75・20/8/95-1） 

    内容：地形分類図、表層地質図、水文環境図 

 

＜島しょ＞ 

  伊豆大島1986年の噴火 地質と噴火の歴史（1987 通商産業省工業技術院地質調査所 

                           図1枚 1:25000 T/81・45/10 製本） 

新島（1987 通商産業省工業技術院地質調査所 図1枚 1:50000 T/455.1/5013/9-1） 

父島列島地域の地質[付図] 父島列島 （2007 産業技術総合研究所地質調査総合センター 

                       図1枚 1:50000 T/19・455/5001/2007-2） 

母島列島（2016 産業技術総合研究所地質調査総合センター 図1枚 1:50000 

 T/455.1/5084/20-3-2016） 

 

[3]東京港図 

  東京港史 第1巻 [付図] 明治四十年代前期東京の河岸図 

                （東京都港湾局 1994 図2枚 DT/10・68/3013/G1-3） 

  東京港修築計画平面図（昭和3 東京市土木局 図1枚 1:12000 T/05・517/5032/1928） 

  東京港概要 [裏面] 東京港平面図（昭和7 東京市土木局港湾課 図1枚 1:15000 

                                      T/05・683/5020/1932） 
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東京港概要 昭和10年版[裏面] 東京港平面図（昭和10 東京市港湾部 図1枚 

                             1:15000 T/10・68/3026/1935） 

  東京港概要 昭和11年版[裏面] 東京港一覧図（昭和11 東京市港湾部 図1枚 

                                 20・51B/3010/36A） 

  東京港概要 昭和12年版[裏面] 東京港一覧図（昭和12 東京市港湾部 図1枚 

                                  T/10・68/3026/1937） 

  東京港概要 昭和14年版[裏面] 東京港一覧図（昭和14 東京市港湾部 図1枚 

                                  20・51B/3010/39A） 

  東京府河川港湾関係例規[付図] 東京府管内図・東京首部河川明細図 

                    （昭和16 東京府土木部 図1枚 RT/10・51/3069） 

  東京港案内 昭和31, 33年版（東京都港湾局 各図1枚 1:20000 DT/10・68/5/ 年鑑） 

  東京港現況図 昭和38, 40, 44, 45年度版（東京都港湾局 各図1枚 D0968/T7284/T5-  ） 

  東京港現況図 昭和46～52年版（東京都港湾局 各図1枚 1:25000 DT/10・68/5/  年鑑） 

  東京港案内 昭和54～平成11年版（東京都港湾局 各図1枚 1:25000 DT/10・68/5/  年鑑） 

  東京港地盤図 1 地質地盤図篇（1972 東京都港湾局 図13枚 DT/10・45/3/G1  製本） 

  東京港特別高潮対策事業計画平面図（1972 東京都港湾局 図1枚 DT/10・45/4/G） 

  東京港港湾計画並びに埋立計画及び埋立立地利用計画書（案）[付図] 東京港港湾 

   計画平面図（案）（1972 東京港港湾管理者 図1枚 1:20000 T/05・517/5016/1972） 

東京港防災計画図 1975,1979, 1980, [1984]（東京都港湾局 図1枚 1:30000  

                           T/10・36/3004/1975,G,G80,G84) 

  東京港平面図 1979, 1981（東京都港湾局 1:20000 DT/10・29/3003/G79, G81） 

  Port of Tokyo guide（［1986?］ Tokyo Port Promotion Association 1:30000 

                                  FT/683.9/5031/1986） 

  東京港港湾計画資料 その1 [付図] 東京港臨港地区平面図(案) 

                  （1981 東京港港湾管理者 図1枚 T/10・51/73/G1-1） 

  東京港港湾計画資料 その1 [付図] 東京港港湾計画新旧対照図 1981, 1988, 1992, 1997 

                  （東京都港湾局  T/10・51/73/G1-1, 88－1,G92-1,G97-1） 

  東京港港湾計画書[付図] 東京港港湾計画図 1988, 1992, 1997 

                       （東京都港湾局  T/10・51/67/G88,G92,G97） 

  東京湾岸MAP（2000 東京湾岸自治体環境保全会議  図1枚 約1:172400 T/05・290/5016/2000） 

新版 東京港地盤図[図集]（2001 東京都港湾局 図6枚 DT/10・45/3/G2001-2 製本） 

東京ベイエリアマップ（2003 東京都港湾局 図1枚 T/25・290/5009/2003） 

  東京港港湾計画書 改訂（案）[付図] 東京港港湾計画図 

                                             （2005 東京都港湾局 T/05・517/5029/2005） 

  東京港港湾計画書 改訂[付図] 東京港港湾計画図 

                                           （2006 東京都港湾局 T/05・517/5010/2006-2） 

  東京港港湾計画資料 その1 改訂 [付図] 東京都市地域用途地域総括図、東京港港湾計画新旧 

                                対照図（2006 東京都港湾局  T/10・517/5022/2006-3-2,3-3） 

  京浜港共同ビジョン[付図]京浜港マップ（2010 東京都港湾局 1:50000 T/05・683/5017/2-2） 
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[4]海図 

   大島至鳥島 大正1-2測量,大島付近は大正12-13測量,水深は大正15年迄の補測 

              （昭和2 水路部 図1枚 1:29078-1:500000 T/290.3/5325/1926） 

  東京海湾 大正12-13測量, 大正14・15・昭和2小改正（大正14 水路部 図1枚 

                             1:100000 T/05・557/5001/1925） 

  小笠原諸島諸分図 1, 2（1978 海上保安庁水路部 各図1枚 T/88・29/3001/1,2 製本） 

  聟島至母島/火山列島（1978 海上保安庁水路部 図1枚 1:240000  DT/88・29/3002 製本） 

  鳥島至母島列島/日本南方諸島（1978 海上保安庁水路部 図1枚 1:500000 

                               DT/88・29/3002/2 製本） 

  父島至マウグ島/北太平洋（1978 海上保安庁水路部 図1枚 1:750000 

                               DT/88・29/3002/3 製本） 

 

[5]河川図・流域図 

   大丹波川、入川附近5000分1図（[出版年不明]  [出版者不明]  図1枚 94/23E/A） 

  東京市内外河川航通調査報告書 附録（大正12 東京市 図11枚 1:20000 T/10・68/55/2） 

    内容:東京市内河川運河分布及河岸地利用現状図, 調査河川及調査個所配置図, 

      東京市内外河川航通図（其ノ一,其ノ二）ほか 

  江戸川改修計画平面図 （昭和3 東京市土木局 図1枚 1:5000 T/05・517/5031/1928） 

  東京府河川港湾関係例規[付属資料:東京首部河川明細図] 

                        （昭和16 東京府土木部 RT/10・51/3069） 

  東京都水質環境基準水域類型指定図－東京都総合管内図－昭和52年10月現在 

                      （東京都公害局 図1枚 T/05・519/5025/1977） 

  東京都河川図（1979 東京水上警察署 図182枚 DT/10・68/47/G） 

  東京都河川図（1979 東京水上警察署 図182枚 T/10・68/49/G） 

  東京の河川事業 [裏面] 東京都河川図 昭和55年12月, 昭和60年12月, 平成元年10月 

（東京都建設局 各図1枚 1:100000 T/10・51/139/1980, G, 1989） 

  東京都河川図－東京都総合管内図－昭和56年7月現在 

（東京都建設局 図1枚 DT/10・51/139/G） 

  東京都河川図－東京都総合管内図－昭和59年12月現在、昭和60年12月現在 

          （東京都建設局 図1枚 1:100000, 1:200000 T/05・517/5033/1984,1985） 

  東京の中小河川 '85（1985 東京都建設局河川部 T/10・51/1/85） 

  多摩川誌 別巻 写真・図集（1986 河川環境管理財団 T/10・20/24/5） 

  東京の河川事業 平成元年10月（東京都建設局河川部 図1枚 T/10・51/139/1989） 

    裏面：東京都河川図  

  野川流域地図 補正版（1995 大西友幸 T/10・29/3004/95-2） 

  東京の河川事業 平成8年3月, 平成14年4月, 平成21年4月, 平成22年4月, 平成28年4月 

（東京都建設局河川部 各図1枚 1:100000 DT/10・51/139/G1996, T/517.0/5004/2002,2009,2010,2016） 

    裏面：東京都河川図 

  身近な水辺をとりもどすために [付図]「水辺の散歩」マップ（2004 

                  東京市町村自治調査会 図1枚 T/59・518/5023/2004） 
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[6]湧水・井戸 

  南関東地域井戸分布図（1973 南関東地方地盤沈下調査会 52p DT/92・51/12） 

  全国深井戸調書及び全国深井戸分布図 東京都編（1983 東京都, 国土庁土地局 72p 

                                   DT/0・519/454） 

  東京の湧水マップ 平成7年度調査（1997 東京都環境保全局 図1枚 DT/0・450/3021/G） 

  多摩の井戸を探して[付図] 多摩市の井戸（2002 生活者の会 図1枚 

                               T/05・519/5009/25-144-2） 

  湧水量および地下水位計測調査業務委託報告書［付図］湧水現況調査位置図 

               （2007 地盤調査事務所 図1枚 T/84･452/5001/2007-2） 

 

[7]植生図, 動植物地図 

＜東京都全域＞ 

  首都圏の潜在自然植生図（1974 横浜国立大学環境科学研究センター植生学研究室 

                         図1枚 1:200000 T/472.1/5012/1974） 

  天然記念物緊急調査植生図・主要動植物地図 13 東京都[付図]（1974 文化庁編 

                         国土地理協会 図2枚 T/0・460/3006） 

  東京湾臨海部植生図（1974 運輸省第二港湾建設局 図48枚 1:25000他 DT/10・47/1/2） 

東京都現存植生図（1974-75  東京都公害局 図8枚 DT/0・470/1/G） 

  東京都現存植生図 1987年, 1996年, 1997年版 （東京都環境保全局 図5～8枚  

T/0・470/1/G87,G96,G97 ） 

  植生調査報告書[付図]- 自然環境保全基礎調査 第2回-（1980  東京都 T/88・47/3/G2） 

    内容：現存植生図 東京都,  父島列島・母島列島 

  動植物分布図-自然環境保全基礎調査 第2回-東京都（1981 環境庁 図1枚 1:200000  

                                  T/0・460/19 製本） 

  現存植生図-自然環境保全基礎調査 第3回-東京都（1984-88 環境庁 図16枚 1:50000  

                                   RT/0・470/3007） 

  東京都自然環境情報図-自然環境保全基礎調査 第3回-（1989 環境庁 図1枚 1:200000  

T/0・460/3002 製本） 

東京都植生調査報告書[付図]（1987 東京都環境保全局 図10枚  DT/0・470/47/G2 製本） 

    内容：東京都現存植生図(1:100000), 東京都現存植生図 1～ 7(1:25000), 

       東京都潜在自然植生図 1,2 (1:50000) 

  東京都鳥獣保護区等位置図 年刊 

昭和51～63年度，平成元～2年度，平成8～9年度，平成13～18年度 

    （東京都環境局［出版者変更あり］ 各図1枚 1:150000 

               平成9年度までDT/0・480/33/ ,平成13年度以降T/659.7/5002/ ） 

               ※昭52～63年度は2冊に合冊 

  八都県市緑の『知る・見る・歩く』マップ （2004 八都県市首脳会議環境問題対策 

            委員会緑化政策専門部会 図1枚 [約1:175000] T/629.3/5031/2004） 
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＜区市町村別＞ 

  大田区の植生[付図]-大田区自然環境保全基礎調査報告書-（1982 大田区 図2枚  

                                   T/52・51/16/1） 

  港区自然環境保全基礎調査[付図] 港区現存植生図（1985 港区 図1枚 T/35・46/1） 

  あきる野市植物・水生昆虫調査報告書[付図] 秋川・平井川現存植生図(あきる野市内） 

                 （1997 あきる野市教育委員会 図6枚 T/78・46/3001） 

  多摩市の植生図（1981 多摩市 図2枚 1:10000 T/71・47/1/3 製本） 

  八王子市域の植生[付図] 八王子市現存植生図-助成集報 1986年-（1986 

                      とうきゅう環境浄化財団 T/10・46/20/14） 

  日野市植生図（1976 日野市 図2枚 1:10000 T/73・47/1/3 製本） 

    内容：現存植生図, 潜在自然植生図 

  日野市植生図（1989 日野市 図4枚 1:5000, 1:10000 T/73・47/1/89-3 製本） 

    内容：現存植生図, 重要自然地域現存植生図, 植生自然度図, 植生変化図 

  府中市の植生[付図]（1975 府中市 図2枚 T/67・47/3001） 

    内容：府中市現存植生図, 府中市潜在自然植生図 

  多摩川流域現存植生図－1976年3月現在－2（1977 とうきゅう環境浄化財団 図2枚       

                         1:50000 T/05･472/5001/1977,50/47A） 

  多摩川河川敷現存植生図（1979 とうきゅう環境浄化財団 図4枚 1:5000 DT/10・47/2） 

  多摩ニュータウン西部地区環境保全生態調査報告[付図] 植生図 

                   （1975 宮脇昭 図3枚 1:10000 T/70・46/1） 

 

＜島しょ＞ 

  東京都現存植生図 伊豆諸島 1, 2（1976 東京都公害局 図2枚 1:25000, 1:50000 

                                 DT/80・47/3/G 製本) 

  青ヶ島の生活と文化[付図] 青ヶ島現存植生図（青ヶ島村 1984 図1枚 T/87・20/11） 

  小笠原諸島自然環境現況調査報告書[付図] 小笠原諸島現存植生図 

                   （1983 東京都環境保全局 図1枚 T/88・47/5） 

  小笠原の固有植物と植生[付図] 小笠原諸島現存植生図（1985 アボック出版局 図1枚 

                                    T/88・47/6/1） 

  小笠原植物図譜[付図] 小笠原植物観察マップ（2003 アボック社 図1枚 

                                 RT/19・472/5002/2003） 

[8]都市計画図 

(1)都市計画図その他 

   江戸の都市的土地利用図（1860年頃）（1975 正井泰夫作 [出版者不明] 図1枚 

                              1:20000 DT/0･519/3227） 

  東京市区改正予定図（明治21 毎日新聞社 図1枚 「毎日新聞」第5326号附録  

                                 T/518.8/5323/1888） 

  東京市区改正新設計図（明治36年刊の複製 東京都公文書館 図1枚 DT/0・318/32/G 製本） 

  大改正新大東京都市計画地図（大正12 本原定次郎 1:20000 DT/0・519/5008） 

  東京市復興地圗（大正12 中外商業新報社 1:20000 T/290.3/5505/1923） 
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  東京特別都市計画土地区画整理地区現形並換地位置決定図 第1～2輯 

                 （大正13～14 内務省復興局 2冊 DT/0・519/329/1～2） 

  東京及横浜復興地図（大正13 時事新報社 図1枚 1:20000 T/290.3/5067/1924） 

  東京市区画整理決定図発行見出一覧（[大正13]  内山模型製図社 図1枚 T/518.8/5372/1924） 

  東京都市計画図（[19-- ] 復興局 1:20000 DT/0・519/3200） 

  東京都市計畫土地區劃整理 現形圖（[19-- ]  出版者不明 図1枚 [1:2500] ※中央区 

                                  T/33・518/5023/X） 

東京都市計畫土地區劃整理 確定圖（[19-- ]  出版者不明 図1枚 [1:2500] ※中央区  

                                T/33・518/5024/X） 

  復興計畫東京土地區劃整理之圖（[192- ] 復興局建築部 図1枚 1:20000  T/518.8/5542/X） 

  東京都市計畫地圖（[192- ] 出版者不明 図1枚 1:20000  T/518.8/5533/X） 

  東京都市計画防火地区図（大正14 [内務省] 図1枚 1:20000 T/518.8/5188/1925） 

  東京土地区画整理進捗図（大正14 復興局整地部施業課 図1枚 1:20000 DT/0･519/3199） 

  復興局公認東京都市計画図 修正2版（大正15 遠藤市次 図1枚 1:20000 DT/0・519/3221） 

  東京府土木概要[付図] （大正15 東京府 図7枚 T/510.9/5038/1926-2） 

    内容:国道改修平面図（1, 4, 7, 9号）, 環状放射道路改修計画図ほか 

  新東京町界町名図－復興局原案－（大正15年2月 時事新報社 図1枚 1:10000 

                            「時事新報」第15308号付録 T/518.8/5319/1926, DT/0・290/3082） 

  大東京区域内ニ於ケル各種事業参考資料（昭和3 内山模型製図社 図8枚 DT/0・519/446） 

    内容；大東京都市計画道路網図.東京防火地区指定図.大東京区域交通状況一覧図. 

 大東京区域内水道瓦斯供給一覧図.大東京区域内人口密度図.大東京区域内ニ 

 於ケル宅地賃貸価格一覧図.大東京区域内町村ニ於ケル宅地賃貸価格一覧表. 

 東京復興事業一覧図.東京都市計画地域図 

東京都市計画地域図（[19-- ] 東京市監査局都市計画課 図1枚 1:50000 T/518.8/5247/X ） 

  丸之内附近永久建造物及更地調査圖（[19--] [製作者不明] 図1枚 1:10000 T/34・334/5001/X） 

     ※昭和3年修正の地形図を基にして作成されたもの 

東京土地區劃整理換地位置决定番地圖 第1地区～第66地区（昭和元年～昭和2 内山模型製図社 

各図1枚 1:1200 T/518.8/5616/1～66） 

帝都復興事業図表 （昭和5 東京市 1冊 DT/0・369/3212/G） 

  内容：震火災焼失区域・発火地点及延焼状況、帝都復興事業計画 附震災復興事業、 

  土地区画整理、街路事業、橋梁事業、河川運河事業、下水道事業、復興大小公園、 

  塵芥処分設備、復興小学校及復興図書館、復興社会事業施設 等  ※いずれも図1枚 

  帝都復興事業完成図 1930年の東京（1990 土木学会土木史研究委員会 図1枚 1:20000 

T/369.3/5423/1990） 

東京市埋立地一覧図 昭和5年現在（出版者不明 図1枚 1:10000 DT/10・51/55 製本） 

  大東京都計画圏内模範地図（昭和6 文化地図普及会 図1枚 1:25000 DT/290.3/5069/1931） 

  帝都復興事業誌 計画篇 付図（昭和7 復興事務局 図6枚 DT/0・369/233/2-2） 

    内容：東京都市計画（1:20000）、横浜都市計画（1:16000）、大東京都市計画道路網図、 

    大横浜都市計画道路網図（1:50000）、東京都市計画東京市上水道平面図、 

東京都市計画東京市下水道平面図 

東京市不良住宅地区図集（昭和7 東京市 図51枚 T/0・365/36/G2） 
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  東京都市計畫圖 地域圖（[193-] [出版者不明] 図1枚 T/518.8/5590/X） 

  東京都市計畫 公園.美觀並風致地區及市場.屠場圖（昭和8 東京市都市計畫部 図1枚 

T/518.8/5592/1933） 

  東京都市計画図 [1]公園・墓地・風致地区 [2]道路網・高速度交通機関 

       （昭和12 都市計画東京地方委員会 1:30000 図2枚 DT/0・519/322/1～2 製本） 

  東京湾埋立株式會社事業案内（[19-- ]  東京湾埋立株式會社 図1枚 DT/05・517/5049/X） 

  東京都市計画概要[付図]（昭和14 東京市企画局 図5枚 T/0・318/56/G39） 

    内容:東京市交通機関網図ほか 

  東京都市計画空地地区指定図（昭和15 東京市 図1枚 1:30000 T/518.8/5244/1940） 

  東京都都市計画公園・緑地・墓園・風致地区図（昭和15 東京市 1:50000  

T/518.8/5412/1940） 

  復興都市計畫一覧図（昭和21 東京都建設局監修 新地館 図1枚 1:30000 

          裏面：東京都市計画街路、東京都市計画緑地 T/518.8/5580/1946） 

  東京都市計画地域指定図（昭和21 東京都建設局監修 復興書院 図1枚 1:30000 

                                 T/518.8/5118/1946） 

  東亰都市計畫地域指定參考圖（[19--] [出版者不明] 図1枚 1:60000 T/518.8/5591/X） 

  東京復興都市計画指定図 地域・街路・緑地 

    [1]千代田区(麹町) [2]千代田区(神田) [3]中央区(日本橋) [4]中央区(京橋) 

    [5]港区(芝) [6]港区(麻布) [7]港区(赤坂) [8]新宿区(四谷) [9]新宿区(牛込) 

    [10]新宿区(淀橋) [11]文京区(本郷) [12]文京区(小石川) [13]台東区(下谷) 

    [14]台東区(浅草) [15]墨田区(本所) [16]墨田区(向島) [17]江東区(深川) 

    [18]江東区(城東) [19]品川区(品川) [20]品川区(荏原) [21]大田区(大森) 

    [22]大田区(蒲田) [23]北区(王子) [24]北区(滝野川) [25]目黒区 

    [26]世田谷区 [27]渋谷区 [28]中野区 [29]杉並区 [30]豊島区 [31]荒川区 

    [32]板橋区 [33]練馬区 [34]足立区 [35]葛飾区 [36]江戸川区 

          （昭和22～23 東京都建設局監修 内山模型製図社 各図1枚 

                          1:5000ほか DT/518.8/5096/1～36） 

  東京特別都市計画図（昭和26 東京都建設局編 復興土地住宅協会） 

   第1輯 用途地域・街路・公園・緑地  ※23区を分冊 

    [1] 新宿区・港区・中央区・千代田区 [2-1]中野区 [2-2]杉並区 [2-3]豊島区 

    [2-4]板橋区 [2-5]練馬区 [3] 墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区 

    [4] 文京区・台東区・北区・荒川区 [5] 品川区・目黒区・大田区・世田ケ谷区・渋谷区 

（D0951/T7282/T6-1-1～5） 

第2輯 防火地域・空地々区・復興土地区画整理地域  ※23区を分冊 

    [1] 新宿区・港区・中央区・千代田区 [2] 中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区 

 [3] 墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区 

    [4] 文京区・台東区・北区・荒川区 [5] 品川区・目黒区・大田区・世田ケ谷区・渋谷区 

        （D0951/T7282/T6-2-1～5） 

東京都総合開発計画圖 昭和二十七年（内山地図 (調製) 図1枚 1:100000, 1:200000  

T/601.1/5088/1952） 
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  利根特定地域総合開発計画（昭和32 国土地図 図1枚 1:20000 02･31E/3003/57A） 

  東京都市計画図 用途地域・街路・公園ほか 

[1]千代田区 [2]中央区 [3]港区 [4]新宿区 [5]文京区 

    [6]台東区 [7]墨田区 [8]江東区 [9]品川区 [10]大田区 

    [11]北区 [12]目黒区 [13]世田谷区 [14]渋谷区 [15]中野区 

    [16]杉並区 [17]豊島区 [18]荒川区 [19]板橋区 [20]練馬区 

    [21]足立区 [22]葛飾区 [23]江戸川区 

          （昭和34～42 復興土地住宅協会 各図1枚 

                          1:6000ほか T/518.8/5607/1～23） 

首都圏整備計画資料図集（昭和36 東京都首都整備局 図33枚 DT/0・519/141/G61） 

  首都圏整備計画・都市計画（昭和39 東京都首都整備局 図32枚 DT/0・519/141/G64） 

  首都圏計画図 昭和40年5月, 昭和43年1月調製, 昭和45年10月調整 

（昭和40 首都圏整備委員会 図1枚 T/518.8/5605/1965, 1968, 1970） 

  東京都市計画図（[昭和43]  国土開発協会 図23枚 T/0・519/66/68-1） 

  東京都市計画図 防火・空地地区編（[昭和43] 国土開発協会 図23枚 T/0・519/66/68-3） 

  東京都市計画図 容積地区編（[昭和44] 国土開発協会 図23枚 T/0・519/66/69-2） 

  東京都市街化及調整区域図集 併航空写真集成図 （昭和46 人文社 図43枚 

                               1:20000 DRT/0・290/2） 

東京都市計画事業早稲田附近土地区画整理事業現況計画図（昭和47 

   東京都第三区画整理事務所 図2枚 DT/36・51/3004/G） 

  東京都都市計画公園・緑地・墓園・風致地区・近郊緑地保全区域配置図 

        昭和47年, 昭和49年 (東京都首都整備局 1:60000 DT/0・519/3147/G69, G74） 

  都市計画概要[付図] 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1990, 1994 

                （東京都都市計画局 各冊図4～7枚 DT/0・318/12/ 製本） 

     内容:東京都市計画用途地域図, 東京都市町村都市計画用途地域図, 東京都市計画 

       道路事業現況図, 東京都都市計画公園・緑地・墓園・風致地区・近郊緑地保 

       全区域等配置図 

  東京都市計画土地区画整理事業 一団地の住宅施設事業及び宅地造成事業施行位置図 

    昭和48, 昭和51, 昭和52, 昭和55年,59年, 63年現在（東京都首都整備局, 東京都都市） 

        計画局 各図1枚 1:60000 DT/0・519/580/1973, G76,G77,G80,G84,G88 製本） 

  東京都土地利用規制現況総括図 昭和49年現在 

          （東京都首都整備局 図5枚 1:50000, 1:100000 DT/0・519/421/G 製本） 

  東京都土地利用基本計画総括図  昭和51年現在 

         （東京都首都整備局 図5枚 1:50000, 1:100000 DT/0・519/422/G 製本） 

  東京都管内図 昭和51年現在（東京都建設局  図1枚 1:50000  DT/0・290/3037/G76 製本） 

  首都圏計画図（昭和52 国土庁大都市圏整備局 図1枚 1:250000 DT/92・51/3011） 

  東京都土地利用分級図（昭和54 東京都都市計画局 図5枚 1:100000 DT/0・519/418/G 製本） 

    内容:土地利用現況評価分級図, 宅地利用可能性分級図, 農地開発分級図, 

      国土保全分級図, 自然保護分級図 
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東京市街地再開発計画調査報告書 3 土地利用等現況調査図面集 

          （昭和54 東京都首都整備局 図9枚 DT/0・519/531/G3 製本） 

  都市計画規制図 東京都内版（[昭和54] 国土地図 全5冊 1:2500  DT/0・519/341/1～5） 

  東京都市計画市街地再開発事業施行地区位置図（[昭和54] 東京都建設局 図1枚 

                           1:25000 DT/0・519/3125/G 製本） 

  東京都土地利用基本計画図・東京都土地利用基本計画書 昭和55年4月 

                    （東京都都市計画局 図4枚,14p DT/0・519/369/G） 

  東京都における土地区画整理事業 一団地の住宅施設事業及び宅地造成事業施行位置図 

    昭和55年, 59年, 63年現在（東京都都市計画局 各図1枚 1:50000, 1:60000 

           DT/0・519/580/G80,G84,G88  T/518.8/5259/1980 10･31F/3002/88B 製本） 

  市街化区域・市街化調整区域変更計画素案（1980 東京都都市計画局 図1枚 

                             1:30000 DT/0・318/91/G 製本） 

  東京周辺交通網整備計画図（1981 日本国有鉄道東京第一工事局 図1枚 T/686.1/5002/1981） 

  東京都市計画防火地域図（防火地域・準防火地域） 昭56年6月現在 

                 （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/0・519/3219/G81） 

  東京都市計画市街化区域・市街化調整区域図 昭56年5月現在 

                （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/0・519/3220/G81） 

  東京都市街地再開発事業地区等位置図 昭59年現在 

               （東京都都市計画局 図1枚 1:50000 DT/0・519/568/G 製本） 

  東京都区画整理施行位置図（区部） 昭和59年12月現在 

                 （東京都建設局 図1枚 1:25000 DT/0・519/511/G 製本） 

  東京都土地利用基本計画[付図] 平成4年3月, 平成9年3月 

                   （東京都都市計画局 図5枚 DT/0・519/369/G92,G97） 

    内容：東京都土地利用基本計画図 1～4 (1:50000), 東京都土地利用基本計画 

       (参考)総括図 

  東京都施行市街地再開発事業位置図（1999 東京都建設局 図1枚 1:60000 

                                  T/0・519/3125/G99） 

  東京都土地利用基本計画－計画書・計画図・(参考)総括図－ 平成13年3月, 平成18年3月, 

平成20年3月, 平成23年3月, 平成27年3月, 平成28年3月 

（東京都都市計画局 → 東京都都市整備局 19p,図5枚  

DT/334.6/5013/2001, 2006, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017） 

    内容：東京都土地利用基本計画書．東京都土地利用基本計画図（1:50000）. 

       東京都土地利用基本計画図(総括図)（1:100000） 

  最新東京・首都圏未来地図（2005 成美堂出版 1冊 T/518.8/5266/2005） 

東京・首都圏未来地図（2008 成美堂出版 1冊 T/518.8/5371/2008） 

 

 ※東京都市計画図集－江戸から今日－（2003 政治都市政策研究会 1冊 DT/518.8/5184/2003） 
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年刊もの 

  東京都都市計画 都市高速鉄道・都市高速道路・駐車場整備地区・駐車場・自動車 

     ターミナル・流通業務地区・港湾・汚物処理場・ごみ焼却場・市場・火葬場 

     1972～1994年 （東京都都市計画局 各冊図1枚 DRT/0・519/516/G72～G94 ） 

  東京都市計画施設図 都市高速鉄道・駐車場・駐車場整備地区・港湾・自動車ター 

    ミナル・流通業務地区・ごみ焼却場・市場・下水処理場・汚物処理場・火葬場・ 

    飛行場 1996年～2005年 

（東京都都市計画局 → 東京都都市整備局 各図1枚 DRT/0・519/516/G96～G2000 

DT/518.8/5177/2001～2005 ） 

   

＜多摩全域＞  

  多摩ニュータウン基本構想図 昭54年1月修正, 昭56年8月修正 

        （東京都南多摩新都市開発本部 各図1枚 1:10000 DT/70・51/3002/G79,G81） 

東京都市町村都市計画防火地域図（防火地域・準防火地域）昭56年6月現在 

            （東京都都市計画局 図1枚 1:30000, 1:15000 DT/60・51/3032/G81） 

  東京都市町村都市計画市街化区域・市街化調整区域図 昭56年5月現在 

            （東京都都市計画局 図1枚 1:30000, 1:15000 DT/60・51/3031/G81） 

多摩部都市計画市街化区域及び市街化調整区域－整備、開発又は保全の方針 附図・ 

    総括図・計画図－（1996 東京都都市計画地方審議会編 東京都都市計画局 

                                1冊 DT/60・51/3033/G） 

     

＜区市町村別＞ 

  足立区土地区画整理区域図 平成8年3月1日現在（足立区 図1枚 1:15000 T/21・518/5014/1996） 

足立区都市計画図 概要版 （1996 足立区都市環境部都市環境課 図1枚 1:10000  

T/21・518/5016/1996） 

足立区都市計画図 平成18年9月現在, 平成25年3月現在, 平成26年3月現在, 平成27年4月現在,  

平成28年4月現在, 平成29年4月現在 

1.用途地域等指定図 2.都市計画施設等指定図（足立区都市整備部 各図2枚 1:10000 

T/21・518/5006/ ） 

荒川区都市計画図 地域地区·道路·公園·緑地 平成3年3月1日現在, 平成9年2月12日現在 

          （[荒川区役所開発計画部] 図1枚 1:10000  T/41・518/5003/1991,1997,1999） 

  荒川区都市計画図 （2004, 2011, 2013 荒川区都市整備部 各図1枚 1:8000  

                              T/41・518/5003/2004,2011,2013） 

荒川区都市計画図 （2015, 2016 荒川区都市整備部 図1枚 1:8000,1:10000 

T/41・518/5003/2015,2016） 

板橋区都市計画図 平成2年（板橋区都市整備部 図1枚 1:20000 39・31E/3008/90A） 

  板橋区都市計画図 都市計画施設、市街地開発事業、地区計画等 平成2年3月現在 

（板橋区都市整備部 図1枚 1:10000  T/44・518/5058/1990） 
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板橋区都市計画図 平成9年11月現在, 平成15年,平成17年,平成20年, 平成23年4月現在 

平成24年4月現在, 平成25年1月現在, 平成25年6月現在, 平成26年8月現在, 平成27年10月現在 

平成28年4月現在（板橋区都市整備部 各図1枚 1:20000 

T/44・518/5013/1997,2003,2005,2008,2011,2012,2013,2013(2),2014,2015,2016,

2017） 

板橋区地域地区図 平成19年4月現在, 平成20年4月現在（板橋区都市整備部 1:10000  

                           T/44・518/5032/2007,2008） 

板橋区地域地区図 （用途地域・日影規制区域）平成9年11月20日現在, 平成20年4月, 平成22年4月，

平成23年4月現在 

（板橋区都市整備部 各図1枚 1:10000-1:20000 T/44・518/5034/1997,2008,2010,2011） 

江戸川区地域地区図・日影規制区域図（2010 江戸川区都市開発部 図1枚  

                      1:11000-1:33000  T/23・518/5008/2010） 

江戸川区都市計画施設図 平成24年4月現在（江戸川区都市開発部 図1枚 1:11000  

                              T/23・518/5007/2012） 

大田区日影規制図（1992 大田区 図1枚 1:18000 T/52・518/5012/1992） 

葛飾区地域地区図（1992 葛飾区都市整備部都市計画課 図1枚 1:10000 T/22・518/5009/1992） 

葛飾区都市計画施設図（1992 [葛飾区都市整備部都市計画課] 図1枚 1:10000 

T/22・518/5010/1992） 

葛飾区日影規制図（2013 葛飾区 図1枚 1:10000 T/22・518/5008/2013） 

葛飾区都市計画図（1998, 2013 葛飾区 図1枚 1:10000 T/22・518/5007/1998-2,2013-2） 

北区都市計画図 （1993,[1997] [北区] 図1枚 1:10000 T/42・518/5005/1993,1997） 

江東区都市計画図 用途地域等指定図 平成17年6月現在 

                （江東区都市整備部 図1枚 1:10000 T/25・518/5012/2005） 

  品川区都市計画図 昭和59年3月現在（品川区都市整備本部 図1枚 1:20000 

                                 T/51・518/5002/1984） 

  品川区都市計画図（1984, 1997 品川区建築環境部 図1枚 1:10000 T/51・518/5001/1984,1997） 

  渋谷区都市計画図・日影規制図（[1991], 1992, 1997 渋谷区都市整備部 図1枚 1:10000 

T/48・518/5013/1991,1992,1997） 

  新宿区都市施設等都市計画図 （2007, 2012, 2016 新宿区都市計画部都市計画課 

                      各図1枚 1:10000 T/36・518/5003/2007,2012,2016） 

新宿まちづくりマップ 平成23年2月, 平成25年2月現在, 平成27年3月現在, 平成29年1月現在 

          （新宿区都市計画部 各図1枚 1:15000 T/36・518/5008/2011,2013,2015,2017） 

  東京都市計画図 杉並区地域地区図 平成4年6月現在，平成10年9月現在，平成20年3月現在 

（2008 [杉並区都市整備部都市計画課] 図1枚 1:10000 T/47･518/5007/1992,1998,2008） 

墨田区都市計画図 平成8年6月現在（墨田区都市計画部 各図1枚 1:8000、1:20000 

                               DT/24·51/3008/96-1～3） 

    内容：1. 用途地域図他（小型判） 

2. 防火地域・高度地区・高度利用地区 3. 用途地域・日影規制・容積率  

  都市施設図 道路・公園等（[2003？ 出版者不明] 図1枚 1:20000 T/24・518/5005/2003） 
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墨田区都市計画図 平成17年9月（墨田区都市計画部 図2枚 1:8000 T/24・518/5006/2005-1,2） 

    内容:1. 用途地域・日影規制・容積率 2. 防火地域・高度地区・高度利用地区 

  世田谷区都市計画図（1985 都市整備部都市計画課 図1枚 1:25000 T/54・518/5015/1985） 

  世田谷区都市計画図（1990, 1997 世田谷区都市整備部 図1枚 1:13000 

T/54・518/5015/1990,1997-1,2） 

  世田谷区都市計画図 平成25年2月現在（2004, 2013 世田谷区 各図1枚 1:11000 

T/54・518/5015/2004,2013-1,2） 

      内容：1 地域地区等 2 都市計画施設等  

台東区都市計画図 （1992, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011 台東区都市づくり部 

各図1枚 1:6000 T/31・518/5029/1992, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011） 

内容:用途地域・高度地区・都市計画道路・公園・緑地保全地区・風致地区・ 

都市高速鉄道・駐車場 

台東区都市計画図 （1996, 2002, 2006, 2009, 2011 台東区都市づくり部  

各図1枚 1:10000 T/31・518/5049/1996, 2002, 2006, 2009, 2011） 

内容:容積率・防火,準防火地域・特別用途地区駐車場整備地区 

台東区都市計画図 平成26年4月1日現在（台東区都市づくり部 図1枚 1:2500-1:14000 

T/31・518/5029/2014） 

中央区都市計画図 平成4年7月現在, [平成14年度], [平成15年度], [平成16年度]， 

平成28年4月1日現在，平成29年3月31日現在 

（中央区 各図1枚 1:10000,1:12000 T/33・518/5011/1992,2002,2003,2004,2016,2017） 

  中野区都市計画概要図 平成9年5月1日, 現在平成11年4月1日現在 

（[1997],[1999] 中野区都市計画部計画課 図1枚 1:10000 T/46・518/5014/1997,1999） 

練馬区都市計画概要図 平成6年3月現在, 平成16年4月現在（練馬区都市整備部 各図1枚 

1:10000 T/45・518/5002/1994,2004） 

  練馬区地域地区図（1992.11作成 練馬区都市整備部 図1枚 1:10000 T/45・518/5008/1992） 

  文京区地域・地区指定図（1973 文京区建築公害部建築課 図1枚 1:10000 T/32・518/5017/1973） 

文京区都市計画図（1991, [2005] 文京区都市計画部 図1枚 1:10000 T/32・518/5001/1991,2005） 

目黒区都市計画図（1989 目黒区 図1枚 1:11000 T/53・518/5021/1989） 

目黒区地域地区図 平成9年7月版（目黒区都市環境部都市計画課 図1枚 1:11000 

T/53・518/5027/1997） 

港区都市計画施設等図 平成8年12月31日現在（[港区都市環境部都市計画課] 図1枚 1:10000 

T/35・518/5019/1996） 

  港区都市計画概要資料（[2001] 港区街づくり推進部 図2枚 T/35・518/5004/2001） 

  昭島市都市計画図 昭和35年2月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:7500 

                                T/61・518/5001/1960） 

  稲城市都市計画図 （1993,2009 稲城市役所 各図1枚 1:10000 T/81･518/5001/1993,2009） 

  青梅市都市計画図 昭和35年2月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:8000 T/93・518/5001/1960） 

  青梅都市計画図（1992 [青梅市] 図1枚 1:15000  T/93・518/5005/1992） 

  小金井都市計画図 （1992, 2000 小金井市 各図1枚 1:10000 T/64・518/5008/1992,2000） 

  小金井都市計画施設図（1992 小金井市 図1枚 1:10000 T/64・518/5009/1992） 
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  国分寺都市計画図 用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域、道路、公園・緑地 高度利用地区、 

市街地再開発事業区域、日影規制区域（1990,1997 国分寺市 図1枚 1:10000 

T/65・518/5009/1990,1997） 

  狛江市都市計画図 （1992, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017 狛江市 各図1枚 1:10000 

T/67･518/5005/1992,2009,2013,2014,2016,2017） 

  立川市都市計画図 昭和34年12月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:6000 

                                 T/68・518/5001/1959） 

  立川市都市計画図（[1990],2000 立川市 各図1枚 1:10000  T/68・518/5009/1990,2000） 

  調布市都市計画図 （1993,1996 調布市 各図1枚 1:10000  

T/70・518/5066/1993-1,2、70・31E/3001/96A） 

  田無都市計画図 （1989 田無市 図1枚 1:10000 T/69・518/5004/1989） 

  田無市都市計画図 （1996 田無市 図1枚 1:10000 T/69・518/5005/1996） 

  保谷市都市計画図 （1990,1996,1999 保谷市 各図1枚 1:10000  

T/75・518/5001/1990,1996,1999） 

八王子市都市計画図 昭和34年12月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:10000 

                                 T/83・518/5003/1959） 

  八王子都市計画図 平成3年3月現在，平成12年2月末現在（八王子市 各図1枚 1:20000 

T/83・518/5012/1991,2000） 

  羽村市都市計画図 （1993 羽村市 図1枚 1:10000 T/95・518/5003/1993） 

東村山都市計画図 （1992 東村山市 図1枚 1:10000  T/72・518/5013/1992） 

東大和市都市計画図 平成4年12月現在（東大和市 図1枚 1:10000,1:15000 

T/73・518/5003/1992） 

  日野都市計画図 平成12年10月現在（日野市 図1枚 1:10000  T/84・518/5021/2000） 

日の出町都市計画図（2012 日の出町 図1枚 1:10000 T/96・518/5007/2012） 

日の出町都市計画図・日影規制区域図（1992, 2012 日の出町 各図1枚 1:10000 

                              T/96・518/5008/1992,2012） 

府中都市計画図 平成5年1月現在（府中市 図1枚 1:10000 T/74・518/5008/1993） 

町田市都市計画図 昭和34年12月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:6000 

                                 T/85・518/5010/1959） 

  町田都市計画図 （[1990] 町田市 図1枚 1:20000 85･31E/5006/1990A） 

町田都市計画図（参考）2015年4月1日現在，2016年4月1日現在（2015 町田市 各図1枚 

1:10000,1:20000 T/85・518/5078/2015,2016） 

  瑞穂町都市計画図（1997 瑞穂町 図1枚 1:10000 T/99・518/5003/1997） 

三鷹市都市計画図 昭和34年12月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:9000 

                                  T/76・518/5002/1959） 

武蔵野市百年史 資料編 下[付図] 武蔵野都市計画一般図(昭和16年）ほか 

                 （武蔵野市 図8枚 T/61・20/3006/2-2-2 袋入） 

  武蔵野都市計画図 昭和29年7月1日現在 用途地域・住居専用地區・街路・公園 

（復興土地住宅協会 図1枚 1:8000 T/77・518/5009/1954） 
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武蔵野市都市計画図 昭和34年12月現在（復興土地住宅協会 図1枚 1:8000 

                                 T/77・518/5001/1959） 

  武蔵野都市計画図（1991,2004 武蔵野市 図1枚 1:6000 T/77・518/5002/1991,2004） 

  武蔵村山市都市計画図 市街化区域及び市街化調整区域・地域地区・都市計画施設・地区計画等 

（1993 武蔵村山市 図1枚 1:10000 T/78・518/5007/1993） 

   

(2)用途地域図 

＜23区全域＞ 

  東京都市計画地域指定図（昭和21 復興書院 図1枚 1:30000 T/518.8/5118/1946） 

  東京都市計画図 東京23区各区区分図（昭和31 復興土地住宅協会 図23枚 DT/0・519/513） 

  東京都市計画図 昭和34年4月末現在（昭和33 復興土地住宅協会 各図1枚 

T/518.8/5593/1～2-1958） 

   内容 [1] 用途地域・住居専用地区・文教地区・第二種特別工業地区・街路・公園 

      [2] 防火地域・空地々區・土地區劃整理區域 

  東京都市計画図 昭和37年6月末現在（昭和37 復興土地住宅協会 図1枚 2-1962） 

     内容：防火地域・空地々区・土地区画整理区域 

東京都市計画図全23区（用途地域） 昭和40年版 第1集 

                  （復興土地住宅協会 図23枚（箱入） DT/0・519/513/65） 

  東京都市計画用途地域図 その1 用途地域・高度地区図, その2 容積率・防火地域図       

    （防火地域・準防火地域） 昭和48年11月現在 

           （東京都首都整備局 各図1枚 1:30000 DT/0・519/642/G73,G73-2） 

  東京都市計画用途地域図 その1 用途地域 昭和53年10月現在 

         （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/0・519/642/G78 製本） 

  東京都特別区日影規制区域図 昭和53年10月現在（東京都都市計画局 図1枚 1:60000 

                                T/0・519/3116/G 製本） 

  東京都特別区日影規制区域図 昭和53年10月現在（東京都都市計画局 図1枚 

                          1:30000 DT/0・519/3116/G2 製本） 

  東京都市計画用途地域図 その1 用途地域・高度地区図・風致地区図, その2 容積率 

      昭和56年6月現在（東京都都市計画局 各図1枚 1:30000 DT/0・519/642/G,G81-2） 

  東京都市計画用途地域等変更箇所図 区部 1989年（東京都都市計画局 図1枚 

                                 DT/0・318/3038/G89-3） 

  東京都市計画用途地域図 その1・用途地域 文教地区図・風致地区図  

平成元年10月11日現在（東京都都市計画局 図1枚 1:50000  T/518.8/5279/1989） 

東京都市計画用途地域総括図（1996 東京都都市計画局 図26枚 1:11500-1:25000 

DT/518.8/5648/1996） 

用途地域等見直しの概要説明図（1996 東京都都市計画局 1冊 DT/0・519/3225/G） 

  東京都市計画用途地域総括図 その1 用途地域, その2 容積率 平成9年告示 

              （東京都都市計画局 各図1枚 1:50000 T/0・519/642/G97-1, 2） 

  東京都市計画用途地域図 平成16年7月現在（東京都都市整備局 図1枚 1:50000 

                                   T/518.8/5279/2004） 
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  東京都市計画用途地域総括図 平成16年度（東京都都市計画局 図1枚 1:50000 

                                  DT/518.8/5286/2004） 

  東京都（区部）都市計画地図集 1, 2  平成16年版（ジンブン21 2冊 付:CD-ROM 

DRT/518.8/5223/2004-1, 2004-2） 

   内容：用途地域、高度・日陰規制、防火・風致・駐車場整備、開発・地区計画・公園 等 

   

年刊もの 

  東京都特別都市計画図併衛星都市図集 用途地域指定図 

                      （昭和37 国際地学協会 1冊 DR0920/K749/T） 

  東京都市計画図併衛星都市図集 防火・空地地区指定図, 用途地域図 昭和38年 

                       （国際地学協会 各1冊 DR0920/K749/T2, T3） 

  東京都市計画図 容積地区編 昭和39年（国際地学協会 1冊 DR0920/K749/T4） 

  東京都市計画図併衛星都市図集 防火・空地地区編, 用途地域編 昭和41年度版 

                    （国際地学協会 各1冊 DR0920/K749/T2-66, T3-66) 

  東京都市計画図 用途地域編 昭和43年（国際地学協会 1冊 DR0920/K749/T3-68） 

  東京都市計画図 [用途地域・日影規制編, 容積率・防火地域編] ※23区 2分冊 

    昭和43年,44年,49年,51年 56年, 57年(変更箇所のみ), 58年(変更箇所のみ), 

    57～59年, 60～61年, 60～62年, 平成2年,8年 

      （国際地学協会 各冊図23枚 DT/0・519/66/ ,20・31E/7/  箱入） 

  東京都市計画図 [用途地域（建ぺい率）・日影規制編, 容積率・防火地域編] ※23区 

2分冊2007年,2010,2013年,2015年（国際地学協会 各冊図16～23枚 1:6000-1:15500 

T/518.8/5394/1,2、1-2010,2-2010、1-2013,2-2013、1-2015,2-2015 箱入） 

  東京都都市計画図 昭和61年度版（東京都宅地建物取引業会編 土地情報センター T/0・676/32） 

  東京都都市計画図 用途地域 昭和62年度版～平成5年度版 年刊 

（東京都宅地建物取引業協会 DT/0・676/3008/87～93） 

  地価マップ都市計画用途地域図東京都 平成6年度版～平成22年（土地情報センター編 

ゼンリン DT/0・676/3008/94～2001, DRT/334.6/5008/2002～2009, RT/334.6/5008/2010） 

  地価マップ都市計画用途地域図東京都 昭和62年～平成10年 年刊 

              （土地情報センター編 土地情報センター DT/0・676/24/ ） 

  日影規制値変更箇所図 区部 平成元年度（東京都都市計画局 1冊 DT/0・519/673/G89-1） 

 

＜多摩全域＞ 

  東京都市町村都市計画用途地域図 昭和48年11月現在 

    その1 用途地域・高度地区図, その2 容積率・防火地域図 

            （東京都首都整備局 各図1枚 1:30000 DT/60・51/3030/G73-1, 2） 

  東京都市町都市計画用途地域図 その1 用途地域 昭和53年10月現在 

            （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/60・51/3018/G78 製本） 

  東京都市町村日陰規制区域図 昭和53年10月現在（東京都都市計画局 各図1枚 

                    1:60000, 1:30000 DT/60・51/3012/G, G2 製本） 
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東京都市町村都市計画用途地域図 昭和56年6月現在 

    その1 用途地域・高度地区図・風致地区図, その2 容積率 

        （東京都都市計画局 各図1枚 1:30000, 1:15000 DT/60・51/3030/G81-1, 2） 

  日影規制値変更箇所図多摩部 平成元年度（東京都都市計画局 1冊 DT/60・51/35/G89-1） 

  用途地域等変更箇所図多摩 1989年（東京都都市計画局 1冊 DT/60・31/3003/G89-3） 

  東京都市町村都市計画用途地域図 平成2年3月9日現在 その1・用途地域  

文教地区図・風致地区図（東京都都市計画局 図1枚 1:50000 T/59・518/5065/1990） 

  多摩部20・大島都市計画用途地域総括図 1996（東京都都市計画局 図37枚 1:10000-1:21500 

DT/59・518/5069/1996） 

多摩部20・大島都市計画用途地域総括図 平成9年告示 その1 用途地域,その2 容積率 

（東京都都市計画局 各図1枚 1:50000 T/60・51/3030/G97-1, 2） 

  多摩部・大島都市計画用途地域図 平成16年7月現在（東京都都市整備局 図1枚 

                           1:50000 DT/59・518/5036/2004） 

  多摩部・大島都市計画用途地域総括図 平成16年度（東京都都市計画局 図1枚  

                           1:50000 DT/59・518/5040/2004） 

 

年刊もの 

  三多摩都市計画図 1970～1992年 （国際地学協会 各冊図13～27枚） 

     1970年 （D0920/S2941/S） 

     1974年, 1978年, 1981年, 1982年（変更箇所のみ）, 1983年（変更箇所のみ）, 

     1982～84年現在, 1985～1986年現在（変更箇所のみ）, 1985～1988年現在, 

     1990年, 1991～1992年現在  （DT/60・51/3/ ） 

  多摩地区都市計画図 新用途地域/日影規制値・区域 1996年 

                       （国際地学協会 図29枚 T/60・51/3/96） 

   多摩地区都市計画図 用途地域/防火地域・準防火地域 高度地区/日影規制値・区域  

[平成16]（国際地学協会 図29枚 1:7500-1:13500 T/59・518/5027/2004 箱入） 

多摩地区都市計画図 用途地域/防火地域・準防火地域 高度地区/日影規制値・区域  

[平成22年11月改訂版]（国際地学協会 図12枚 1:8000-1:13500 T/59・518/5027/2010 箱入） 

多摩地区都市計画図  用途地域/防火地域・準防火地域 高度地区/日影規制値・区域 

（2010.2-2013.11作成  国際地学協会 図29枚 1:7500-1:13500  T/59・518/5027/2013 箱入） 

多摩地区都市計画図  用途地域/防火地域・準防火地域 高度地区/日影規制値・区域 

（2010.2-2015.10作成  国際地学協会 図29枚 1:7500-1:13500  T/59・518/5027/2015 箱入） 

 

＜区市町村別＞ 

  足立区用途地域・地区図（1992, 1996 足立区都市環境部都市計画課 図1枚 

T/21・518/5015/1992,1996） 

足立区用途地域・地区図 平成10年2月現在（足立区都市環境部 図1枚 

                             1:10000 DT/21・51/3009/98） 
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足立区都市計画図 平成18年9月現在, 平成25年3月現在, 平成26年3月現在, 平成28年4月現在,  

平成29年4月現在 

1.用途地域等指定図 2.都市計画施設等指定図（足立区都市整備部 各図2枚 1:10000 

 T/21・518/5006/1992,1-2006,2-2006,1-2013,2-2013,1-2014,2-2014,1-2016,2-2016,1-2017,2-2017） 

 

  板橋区用途地域図 平成24年4月，平成25年6月現在，平成27年3月現在，平成27年10月現在 

（板橋区都市整備部 各図1枚 1:10000 T/44・518/5048/2012,2013,2015,2015(2)） 

  板橋区用途地域図 用途地域・日影規制区域 平成24年4月現在，平成25年6月現在， 

平成27年3月現在，平成27年10月現在（板橋区都市整備部 各図1枚 

1:20000 T/44・518/5049/2012,2013,2015,2015(2)） 

  大田区地域地区図（1998 大田区 図1枚 1:18000 T/52・518/5011/1998） 

  葛飾区都市計画図 1 用途地域等指定図（1998 葛飾区都市計画部都市計画課 図1枚 

1:20000  T/22・518/5012/1998） 

江東区都市計画図 用途地域等指定図 平成4年4月現在, 平成16年6月現在（江東区都市整備部 

                        図1枚 1:10000 T/25・518/5012/1992,2004） 

  新宿區全圖 昭和28年版 都市計畫圖（復興土地住宅協会 図1枚 1:11000 T/36・518/5020/1953） 

  新宿区用途地域等都市計画図（1996 新宿区都市整備部開発指導課 図1枚 1:10000 

T/36・518/5005/1996） 

  新宿区用途地域等都市計画図 平成18年3月31日変更（[新宿区都市計画部] 

                        図1枚 1:10000 T/36・518/5005/2006） 

新宿区用途地域等都市計画図 平成22年4月1日現在，平成23年4月1日現在, 平成28年11月30日現在 

（[新宿区都市計画部] 各図1枚 1:10000 T/36・518/5005/2010,2011,2016） 

  世田谷区日影規制区域図 昭和53年10月12日施行（世田谷区建築部 図1枚 1:27500 

T/54・518/5022/1978） 

  千代田区地域地区図（1997 [千代田区] 図1枚 1:10000 T/34・518/5011/1997） 

千代田区地域地区図 千代田区都市計画図 平成16年6月施行（千代田区 図1枚 1:7500 

                                T/34・518/5011/2004） 

  千代田区都市計画図 用途地域等 都市施設・地区計画等 2015.3作成 

（千代田区景観・都市計画課 図1枚 1:7500 T/34・518/5011/2015） 

  豊島區全圖 昭和28年版 都市計畫圖（復興土地住宅協会 図1枚 1:9000 T/43・518/5015/1953） 

  中野区用途地域地区及び日影規制指定図（1997 中野区都市計画部計画課 図1枚 1:8000 

T/46・518/5015/1997） 

  練馬区用途地域図（1996 1:15000 練馬区都市整備部 図1枚 T/45・518/5009/1996） 

  文京区特別用途地区・日影規制図 平成16年8月施行（文京区都市計画部 

                        図1枚 1:10000 T/32・518/5002/2004） 

  文京区用途地域図 平成16年6月施行（文京区都市計画部 図1枚 1:10000 

                                T/32・518/5003/2004） 

  港区用途地域地区等図 平成8年12月31日現在（1:10000 図1枚 T/35・518/5018/1996） 

  昭島市都市計画図（1993 昭島市 図1枚 1:10000 T/61・518/5001/1993） 

  秋川市都市計画図（1994 秋川市 図1枚 1:10000 T/91・518/5003/1994） 
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  あきる野市都市計画図（1998 あきる野市 図1枚 1:10000 T/91・518/5002/1998） 

  五日市町用途地域図日影規制区域図（1990 五日市町 1:10000 T/92・518/5001/1990） 

  清瀬市都市計画図（1991,1996 清瀬市 図1枚 1:10000 T/62・518/5002/1991,1996） 

国立市都市計画図 用途地域地区・道路・公園 区画整理・下水道・日影規制 

（1993,2000,2007 国立市 図1枚 1:10000 T/63・518/5009/1993,2000,2007） 

  小平都市計画図 用途地域・高度地区・風致地区・生産緑地地区・防火地域 準防火地域・道

路・公園・墓園・日影規制区域（1993,2003 小平氏 図1枚 1:10000 

T/66・518/5006/1993,2003） 

  多摩市都市計画用途地域地区図（1993 多摩市 図1枚 1:10000 T/82・518/5011/1993） 

  八王子特別都市計畫圖 昭和29年7月1日現在 用途地域・街路・公園（復興土地住宅協会 図1枚 

1:10000 T/83・518/5013/1954） 

   東久留米市都市計画図（1991 東久留米市 図1枚 1:10000 T/71・518/5005/1991） 

  福生市都市計画図 用途地域. 街路. 公園. 防火・準防火地域 高度地区（1990 福生市 図1枚 

1:5000 T/98・518/5009/1990） 

  町田都市計画図（2002 町田市 図1枚 1:10000,1:20000  T/85・518/5068/2002） 

  三鷹都市計画図 用途地域・高度地区・防火, 準防火地域・道路 河川・公園・生産緑地・ 

宅地造事規制区域 （1991,1999 三鷹市 各図1枚 1:10000 T/76・518/5006/1991,1999） 

  三鷹都市計畫圖 昭和29年7月1日現在 用途地域・住居専用地區・街路・公園 

（復興土地住宅協会 図1枚 1:9000 T/76・518/5007/1954） 

 

(3)土地利用現況図 

  東京都土地利用現況図 昭和41年, 46年現在 

             （東京都首都整備局 各図1枚 1:30000 DT/0・519/52/G,G66） 

 

＜23区全域＞ 

  東京都土地利用現況図（建物用途別）区部  昭和51年, 昭和61年, 平成3年, 平成8年現在 

       （東京都都市計画局 各図1枚 1:30000 DT/0・519/52/G76, G86, G91, G96） 

  東京の土地利用 平成13年度 東京都区部[付図] 東京都土地利用現況図（建物用途別） 

                  （東京都都市計画局 図1枚 T/334.6/5016/1-2001-2） 

東京都土地利用現況図（建物用途別）区部  平成18年現在, 平成23年現在 

           （東京都都市計画局 各図1枚 1:30000 DT/334.6/5029/2006,2011） 

 

＜多摩全域＞ 

  東京都土地利用現況図（三多摩） 昭和47年現在 

              （東京都首都整備局 図1枚 1:30000 DT/60・51/3019/G72） 

  東京都土地利用現況図（地目別） 昭和50年現在 （東京都首都整備局 

                          図1枚 1:50000 T/59・334/5001/1975） 

  東京都土地利用現況図（建物用途別）多摩部 昭和52年現在 

             （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/60・51/3019/G77 製本） 
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東京都土地利用現況図（建物用途別）多摩都市部 昭和62年現在 

               （東京都都市計画局 図1枚 1:30000 DT/60・51/3019/G87-1） 

東京都土地利用現況図（建物用途別）多摩都市部, 多摩山村部 

    平成4年,平成9年現在（東京都都市計画局 各図1枚 1:30000  

       DT/60・51/3019/G92-1,2、G1997-1,2 ） 

  東京都土地利用現況図（建物用途別）多摩都市部, 多摩山村部   

        平成14年現在, 平成19年現在, 平成24年現在（東京都都市計画局 各図1枚 1:30000  

                    T/59・334/5002/2002-1, 2, DT/59・334/5002/2007-1, 2, T/59・334/5002/2012-1, 2） 

     

＜島しょ＞ 

  東京都土地利用現況図（建物用途別）島しょ地域 平成4年, 平成9年現在 

                 （東京都都市計画局 各図1枚 1:30000  

DT/80・51/3001/G92,G1997） 

東京都土地利用現況図（建物用途別）島しょ地域  平成14年，平成19年現在, 平成24年現在 

    （東京都都市計画局 各図1枚 1:30000 DT/10・334/5001/2002, 2007, T/10・334/5001/2012） 

 

＜区市町村別＞ 

  足立区土地利用現況図 平成4年現在（足立区 図3枚 1:10000 DT/21・51/3007 製本） 

  足立区土地利用現況図 土地・建物用途別, 建物構造別, 建物階数別 平成8年現在 

             （足立区都市環境部 各図1枚 1:10000 DT/21・51/3007/96-1～3） 

  荒川区の土地利用[付図] 荒川区土地利用現況図（1993 荒川区開発計画部 

                               図1枚 DT/41・51/3012/93） 

  江東区土地利用現況図 構造別, 階数別, 用途別 平成23年12月現在 

（江東区都市整備部都市計画課 各図1枚 T/25・334/5003-1-2011～3-2011） 

  渋谷区土地利用図 昭和20年（日本地形社 昭和22年刊の複製 

          渋谷区立白根記念郷土文化館 図1枚 1:10000 T/48・51/3011/45） 

新宿区土地利用現況図（構造別） 平成18年7月現在, 平成24年3月現在（新宿区都市計画部 

各図1枚 1:7500 T/36･334/5002/1-2006,2012） 

  新宿区土地利用現況図（階数別） 平成18年7月現在, 平成24年3月現在（新宿区都市計画部  

各図1枚 1:7500 T/36･334/5002/2-2006,2012） 

新宿区土地利用現況図（用途別） 平成18年7月現在, 平成24年3月現在（新宿区都市計画部 

各図1枚 1:7500 T/36･334/5002/3-2006,2012） 

杉並区の土地利用の現況（1993 杉並区都市環境部 1冊 DT/47・51/3004） 

  杉並区土地利用現況図 構造, 階数, 用途 平成18年7月現在（杉並区都市整備部 各図1枚 

1:10000 T/47・334/5001/1-2006, 2-2006, 3-2006） 

  墨田区土地利用現況図 建物階数別, 建物用途別, 建物構造別 平成3年, 平成8年現在 

    （墨田区 各図1枚 1:7000 DT/24・51/3005/1～3 製本, DT/24・51/3005/1-96～3-96） 

  台東区土地利用現況図（建物階数別） 平成8年現在（台東区都市整備部 

                          図1枚 1:6000 DT/31・51/3006/96） 
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中野区土地利用現況図 昭和56年現在（中野区 図2枚 1:10000 DT/46・51/12 製本） 

     内容:建物構造総括図, 土地建物用途総括図 

中野の土地利用 土地利用現況調査メッシュ・アナリシス 

                    （1984 中野区都市環境部 図46枚 DT/46・51/9） 

  '87めぐろ地域生活環境指標集[付図]（1987 目黒区 図3枚 DT/53・31/16/87） 

     内容:目黒区土地利用現況図（用途別・階数別・構造別） 

  小金井市土地利用現況図 緑地形態別 昭和63年1月現在（小金井市 図1枚 1:10000 

T/64・334/5001/1988） 

府中市土地利用実態分析調査に関する報告書[付図] 府中市土地利用現況図 

                   昭和50年現在（1977 府中市 図1枚 DT/67・51/1） 

  町田市土地利用現況図（北部）（西部）（南部）昭和52年12月現在 

（町田市 各図1枚 1:10000 T/85・334/5005/1～3） 

 

(4)道路計画図 

  路面改良計画図（[191-] [出版者不明] 図1枚 1:20000 T/514.4/5003/X ） 

  特別都市計画施行区域新旧街路対照図（[192- ] 東京市 図1枚 1:8000 DT/0・519/3364） 

  東京都市計画事業街路及運河図（大正13 内山模型製図社 図1枚 1:20000 

                                  T/518.8/5212/1924） 

  東京都市計画街路図（[192-] [東京市] 図1枚 1:20000 T/518.8/5250/X） 

      ※関東大震災後に作成されたもの 

  東京都市計画道路網図（昭和3 復興局編 遠藤市次 図1枚 1:25000 DT/518.8/5336/1928） 

大東京都市計畫道路網圗（昭和3 内山模型製図社 図1枚 1:50000 T/518.8/5634/1928） 

第二期路面改良計画平面図（昭和3 東京市土木局 図1枚 1:20000 T/514.4/5004/1928） 

  東京都市計画街路修築計画平面図（昭和3 東京市土木局 図1枚 1:20000 T/518.8/5303/1928） 

  復興街路一覧図（[193-] 東京市都市計画課 図1枚 1:20000 T/518.8/5201/X） 

  東京都市計画道路図（[19--] [東京府?] 図1枚 1:70000 T/685.1/5011/X） 

  東京市交通量圖 歩行者之部 自午前六時至午後六時、諸車之部 自午前六時至午後六時 

              （[19--] 出版者不明  各図1枚 [1:30000]  T/681.2/5008/1~2） 

  東京府道路概要[付図] （昭和7 東京府土木部 図4枚 1:50000ほか T/0・514/19/G） 

    内容:東京都市計画区域内国府県道路線図(1:50000), 東京都市計画区域外国府県道路 

      線図（1:75000）, 東京都市計画道路図（1:50000）, 東京府管内主要橋梁分布図 

      （1:150000） 

  新市域ニ於ケル都市計畫道路ト既設交通機關 昭和7年6月末現在（東京市電氣局庶務課  

                           図1枚 1:50000  T/518.8/5479/1932） 

東京府管内国道及府県道路線図 昭和8年8月訂正（東京府 図1枚 1:75000 T/685.1/5010/1933） 

道路網並土地整理図（昭和9 東京市 図1枚 1:50000 DT/0・519/3070/G） 

  東京都市計画大東京道路網並地域図 昭和10年8月現在（内山模型製図社 1:30000 

                    図1枚 DT/0・290/101 製本, T/518.8/5320/1935） 

  道路工事平面図 昭和10年度（東京市土木局[編] 内山模型製図社  図1枚 1:30000 

T/514.1/5008/1935） 
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道路工事平面図 昭和11年6月現在（内山模型製図社 図1枚 1:30000 DT/0・514/3019） 

  東京市都市計画道路並土地整理図 昭和11年現在（東京市 1:50000 DT/0・519/3345/G） 

東京緑地計畫景園地行樂道路計畫圖（[昭和12]  [都市計画東京地方委員会] 図1枚 1:200000 

T/518.8/5610/1937） 

道路工事平面圖 昭和12年4月現在（内山模型製圖社 図1枚 1:30000  T/514.1/5008/1937） 

  道路工事平面圖 昭和14年4月現在（東京市 図1枚 1:10000 T/514.0/5016/1939） 

  東京都緊急道路整備事業計画図 昭和36～40年度（東京都 図1枚 1:60000 T/0・685/19/G） 

  オリンピック関連街路網図（[昭和39]  東京都建設局道路建設本部 図1枚 1:45000 

T/685.1/5026/1964） 

オリンピック東京大会道路地図（昭和39 オリンピック東京大会組織委員会 図1枚 

                              1:30000 T/780.6/5101/1964） 

道路舗装現況図 昭和43年現在（東京都建設局 図1枚 1:50000-1:5000000 T/685.1/5013/1968） 

  道路率図 区部 昭和44~45年度（東京都首都整備局 図1枚 1:30000 T/0・685/21/G） 

  東京都市計画街路網図［23区］ （[197-] 東京都首都整備局 図1枚 1:30000 

                                  DT/0・519/3222/G） 

  都市計画街路網図［区部］ （[1975?] 東京都首都整備局 図1枚 1:30000 T/0・685/18/G1） 

  首都圏域道路関係図（1976 宅地開発公団 図1枚 1:100000 DT/92・51/3010） 

  東京国道工事事務所管内道路図（1977 建設省東京国道工事事務所 図1枚  

1:50000, 1:500000 T/685.1/5012/1977） 

  東京都市計画道路網図 昭和53年現在 （東京都都市計画局 図1枚 1:60000 

                              DT/0・519/3124/G78 製本） 

  東京都道路認定路線図 昭和54年現在（東京都建設局  図1枚 1:50000 DT/0·514/3005/G79） 

  道路率図 500mメッシュ（1979 東京都都市計画局  図1枚 1:30000 DT/0·519/266/G3-1-4） 

  道路率増減図 500mメッシュ(1979 東京都都市計画局  図1枚 1:30000 DT/0·519/266/G3-1-2） 

  東京都都市計画道路事業現況図 (区部) 昭和63年3月31日現在（[1988] 図1枚 1:50000 

T/518.8/5611/1988） 

  環状第8号線の概要（2006 東京都建設局 図1枚 T/514.0/5012/2006） 

  東京都道路路線図 平成21年4月現在，平成22年4月現在（東京都 各図1枚 1:50000  

                               T/290.3/5332/2008,2009） 

 

年刊もの 

  東京都都市計画道路事業現況図 昭和48年現在～平成18年現在(見込) 

（東京都建設局 各図1枚 DRT/0・519/515/G73～G2000, DT/518.8/5176/2001～2006） 

  東京都都市計画道路事業現況図 (区部) (多摩地域) (区部・多摩地域)  

    平成 21 年 3 月 31 日現在（東京都建設局 各図 1枚 DT/518.8/ 5176/ 2009-1～3） 

 東京都都市計画道路事業現況図 (区部) (多摩地域)  

   平成 22 年 3 月 31 日現在（東京都建設局 各図 1枚 DT/518.8/ 5176/ 2010-1～2） 

  

 ※東京都都市計画道路地図復刻集（東京都建設局 図11枚 DT/0・519/3108/G1 製本） 

    ［収録図…東京市区改正全図-旧設計（明治22）東京市区改正新設計図（明治36）東 

     京都市計画地図（大正10）東京市道路舗装工種別一覧図（昭和4）東京都市計画 
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     図-震災復興事業図（昭和5）東京都市計画街路網図（昭和8）東京都市計画道路 

     並土地整理図（昭和11）復興都市計画一覧図（昭和21）東京都市計画、都市高速 

     道路、高速鉄道網図（昭和35）都市計画幹線街路幅員別現況図（昭和39）都市 

     計画街路事業現況図（昭和42）］ 

 ※東京都都市計画道路地図復刻集 縮小版（東京都建設局 DT/0・519/3108/G2 製本） 

 

＜多摩全域＞ 

  三多摩都市計画街路網図（東京都首都整備局 1冊 1:10000 DT/59・518/5018/X） 

  三多摩地方都市計画街路網図 昭和45年12月現在（東京都都市計画局 図1枚 

                             1:30000 T/60・51/3029/G70） 

  都市計画街路網図[三多摩] [昭和50?] （東京都首都整備局 図1枚 1:30000 T/0・685/18/G2） 

  東京都西多摩建設事務所管内図（[1985] 東京都西多摩建設事務所 図1枚 1:50000 

 T/90・510/5002/1985）※国道、都道を図示 

                                 

＜区市町村別＞ 

  足立区細街路計画図（1992 足立区都市環境部まちづくり課 図1枚 1:10000 T/21・518/5018/1992） 

板橋区都市計画道路網図 平成2年6月現在（板橋区 図2枚 DT/44·51/3013 製本） 

  板橋区舗装種別現況参考図 1996年9月現在（板橋区 図1枚 1:10000 DT/44·51/3017/96） 

  板橋区管理者別道路参考図 2004年4月現在, 2006年4月現在,2008年4月現在,2010年4月現在, 

2012年3月現在,2014年3月現在,2016年3月現在 

（板橋区 各図1枚 1:10000 T/44・685/5001/2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016） 

板橋区舗装種別現況参考図 平成17年3月現在, 平成19年3月現在, 平成21年3月現在, 平成23年3月現在,

 平成25年3月現在, 平成27年3月現在, 平成29年3月31日現在（板橋区土木部 各図1枚 1:10000  

                     T/44・514/5001/2005, 2007,2009,2011,2013,2015,2017） 

  板橋区都市計画道路網図 平成17年4月現在（板橋区 図1枚 1:20000 T/44・518/5021/2005） 

  板橋区土木部板橋土木事務所 [管内図]（2014, 2015 [板橋区土木部板橋土木事務所] 図1枚  

1:10000 T/44・290/5016/2014,2015） 

板橋区土木部赤塚土木事務所 [管内図]（2014, 2015  [板橋区土木部赤塚土木事務所] 図1枚 

1:10000 T/44・290/5018/2014,2015） 

  大田区狭隘道路基本調査報告書[付図] 大田区狭隘道路分布図（1981 大田区 T/52・51/15） 

  東京都北区都市計画道路図 平成4年7月1日現在（北区都市整備部 図1枚 T/42・518/5007/1992） 

  東京都市計画野方町道路網図（昭和6 武蔵毎日新聞社 図1枚 1:10000 T/46・518/5002/1931） 

  青梅都市計画道路網図（1982 青梅市作製 船津地図社 図1枚 1:20000  

T/93・518/5002/1982） 

 

(5)橋梁 

   河川橋梁工事平面圖 昭和12年4月現在（内山模型製圖社 図1枚 1:30000 T/510.9/5044/1937） 

東京橋のポケットマップ  

  隅田川編、日本橋川・神田川編、23区東部・荒川編、23区西部・臨海部編、多摩編 

  （2012 東京都道路整備保全公社 各図1枚 1:11000-1：60000 T/515.0/5017/1~5） 
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(6)水道・下水道地図 

 ①水道 

玉川上水 2 [裏面] 旧江戸市中散策絵図（2004 東京都水道局 図1枚 T/518.1/5054/2） 

  〔玉川上水の樋筋を絵図に表したもの〕 

東京市水道水源地図（出版年, 出版者不明 図1枚 1:100000 DT/0・519/321 製本） 

東京市水道拡張設計図（昭和6 東京市水道局 図1枚 T/518.1/5056/1931） 

 

②下水道 

  東京市下水道計画平面図 東南部, 東北部, 北部, 西北部, 東部, 中央部, 西部, 

      南部, 西南部（[19--] 建築設備協会 各図1枚 1:5000 T/518.2/5032/1～9） 

  東京市隣接町下水道系統図（[19--] [東京市下水道臨時調査委員会編] [東京市] 

図1枚 1:100000 DT/518.2/5078/X） 

  東京都市計画第三期下水道改良計画平面図（昭和3 東京市土木局 図1枚 

                              1:20000 T/518.2/5067/1928） 

  下水工事平面圖 昭和12年4月現在（内山模型製圖社 図1枚 1:30000 T/518.2/5101/1937） 

  東京都下水道計画区分地図帳 昭和53年版（東京都下水道局 1冊 T/518.2/5106/1978） 

東京都下水道現況図（1987 東京地図社[作成] [東京都下水道局] 図1枚 

1:50000 T/518.2/5069/1987） 

多摩の下水道マップ（1994 東京都下水道局 T/60・51/3023/G） 

  東京都下水処理施設整備構想図 平成9年6月（東京都都市計画局 図1枚 1:100000 

   T/518.2/5068/1997） 

 

年刊もの 

  東京都下水道告示現況図 昭和45年, 昭和50年～平成28年（東京都下水道局 図9枚など 

DT/0・519/490/G～G2000, DT/518.2/5022/2001～2016 製本） 

三多摩地方都市計画下水道計画図 昭和46年, 48年～51年, 53年, 56年, 58年,59年現在 

   （東京都首都整備局→ 都市計画局 各図1枚 1:50000 ～1:60000 

      DT/60・51/2/GA,G73～G76,G78,G80～G81,G83, 50・51D/3004/84A） 

 

(7)公園 

  [公園平面図]（出版年不明 出版者不明 図7枚 T/0・620/5014） 

         内容：上野公園平面図、湯島公園平面図(1:600)、白山公園平面図(1:600)、 

               日比谷公園平面図、麹町公園(1:1200)、江戸川公園平面図、 

               月島第二公園平面図(1:600) 

  東京市公園配置図（昭和9 [東京市] 図1枚 T/0･620/5020） 

  東京都市計画公園・緑地・風致地区図（昭和15 東京市 図1枚 1:50000 

                                                               T/518.8/5412/1940） 

  東京都公園緑地霊園配置図（昭36 東京都建設局 図2枚 0951/T7282/T3） 

  東京都公園緑地等配置図 昭和51年, 53年, 54年, [62年]現在 

        （東京都建設局 1:50000～1:100000 各図1枚 DT/0・519/575/  製本） 



94 

 

東京都公園緑地等配置図 昭和57年現在（東京都建設局 1:100000 図1枚 10/51Ｆ/4-82A） 

東京都都市計画公園緑地等配置図 平成2年3月,平成14年4月現在（東京都都市計画局  

                各図1枚 1:50000, 1:100000  T/518.8/5163/1990,2002） 

東京都の公園（2009 東京都建設局公園緑地部 図1枚 T/629.3/5029/2010） 

  みどりと歴史のお散歩マップ（2012 第29回全国都市緑化フェアTOKYO実行委員会  

                       図1枚 [約1:9434]  T/290.3/5423/2012） 

富士箱根伊豆国立公園伊豆七島団地公園計画再検討基礎調査報告書 付図 大島, 三宅島 

・御蔵島, 八丈島他（1977 東京都建設局 図40枚 1:25000 DT/80・40/2/G2） 

  足立区公園児童遊園位置図（2003 足立区 図1枚 1:15000 T/21･629/5001/2003） 

  公園・児童遊園配置図；付(公園・児童遊園・ポケットパーク・公衆便所・通称道路名 

一覧表と62975001) （2007 新宿区環境土木部 図1枚 1:10000 T/36･518/5004/2007） 

  新宿区公園・児童遊園マップ（2014 新宿区みどり土木部みどり公園課 図1枚 1:10000 

T/36・629/5004/2014） 

  世田谷区都市公園等配置図 2016年4月1日現在, 2017年4月1日現在（世田谷区みどりとみず政策担

当部 図1枚 1:11000 T/54・518/5021/2016,2017） 

台東区公園等配置図（2004 台東区都市づくり部 図1枚 1:10000 T/31･518/5009/2004） 

台東区公園・児童遊園マップ（［2007］ 台東区公園緑地課 図1枚 T/31･629/5019/2007） 

豊島区都市公園等現況図 平成26年4月1日現在, 平成27年4月1日現在 （[豊島区都市整備部]  

図1枚 1:10000 T/43・629/5004/2014,2015） 

  多摩市の街路樹マップ（2010 多摩市文化振興財団 図1枚 T/82・629/5002/2010） 

   

年刊もの 

  東京都の公園緑地マップ 1992～2016年（東京都建設局 各図1枚 1:80000~1:200000  

                              T/629.3/5021/1992～2016） 

TOKYO街路樹マップ 1986～2016（東京都建設局 各図1枚 1:50000～1:200000  

                     DT/0・620/83/G,T/629.7/5001/1986～2016） 

TOKYO道路のみどりマップ 2007,2008（東京都建設局 各図1枚 

                     1:50000-1:200000 T/629.7/5006/2007,2008） 

TOKYO道路のみどり 2009,2011（東京都建設局 各図1枚 1:50000-1:200000 

                           T/629.7/5006/2009,2011） 

 

[9]人口図・人口密度図 

  人口密度・同増減図（500mメッシュ） 

      （1979  東京都都市計画局  図1枚 1:30000 DT/0・519/266/G3-1-3 製本） 

  平成2年国勢調査報告 第2巻 都道府県・市区町村編（総務庁統計局  T/0・350/3/90-2-2）  

     [付属資料] 市区町村境界図及び人口集中地区境界図  

  平成7年国勢調査報告 第2巻 都道府県・市区町村編（総務庁統計局  T/0・350/3/95-2-2） 

     [付属資料] 市区町村境界図及び人口集中地区境界図  

平成17年国勢調査報告 第2巻 都道府県・市区町村編（総務庁統計局  RT/358.1/5031/2005-2） 

     [付属資料] 市区町村境界図及び人口集中地区境界図 
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＜23区全域＞ 

人口密度増減図（区部） 昭和40～45年（東京都首都整備局  図1枚 1:30000 T/0・350/33/G） 

  東京都人口密度図（区部） 昭和45年10月国勢調査   

                （東京都首都整備局 図1枚 1:30000  T/0・350/32/G） 

  東京map23   地図とグラフで見る東京23区の変化（1987  東京商工会議所 T/0・350/73） 

  住民基本台帳集計調査報告書   昭和62年～平成9年  

   [付図] 町丁別地図（訂正版） （1997  杉並区都市整備部  図22枚 T/47・35/3003/97） 

 

＜多摩地域＞ 

  三多摩地域構造の将来予測図集 人口分布と土地利用 

                 （1967  東京都企画調整局  図1枚 DT/60・31/4/G1967-1） 

  人口密度増減図（三多摩）昭和40～45年（500mメッシュ）  

                    ( 東京都首都整備局  図1枚 1:30000 T/60・35/3/G） 

  東京都人口密度図（三多摩）昭和45年10月国勢調査 

                      （東京都[首都整備局] 図1枚 1:30000 T/60・35/2/G） 

 

[10]防災地図 

（1）防災一般・地震                       

＜東京都全域＞ 

震災対策のあらまし [付図] 現状における広域避難地と地区割当・要消火範囲 

                     （[196- ] 東京都 図1枚  T/0・369/89/G） 

東京都大震火災時避難に関する研究 その2 [付図] 山手が焼けない場合の避難計画図 

               （1967 東京都防災会議 図１枚 0932/T732/T2-2） 

東京都大震火災時避難に関する研究 その3 [付図] 関東地震時の火災延焼図他   

（1967 東京都防災会議 図4枚 0932/T732/T2-3） 

東京都地域防災計画(案)  震災編 昭和47年修正  東京都防災会議[編]  

                  （1972 東京都総務局 図1枚 T/0・369/59/G3-1972） 

避難場所航空写真  警視庁大震災対策委員会編 （1972  公共施設地図航空 図106枚  

                                                           DT/0・369/39/G  １冊） 

防災地図東京地震 東京都心部:東京都震災予防条例制定 避難場所・避難道路  

                                      （[1974] 塔文社 図1枚 DT/0・369/86  製本） 

避難道路の指定について 昭和49年4月 [付図] 避難場所避難道路概況図  

                                      （東京都総務局  図1 枚 DT/0・369/5025/G） 

大震火災時における避難場所及び地区割当計画 昭和60年改訂 

[付図] 避難場所及び避難道路図  （東京都都市計画局 1枚 T/0・369/280/G85） 

避難場所及び避難道路図  昭和54年, 57年,平成4年, 平成9年度改定（東京都都市計画局 

各図1枚 1:30000～1:50000 DT/0・369/3137/G79,G82,G92,G97） 

避難場所及び避難道路図 昭和60年3月（東京都都市計画局 図1枚 

 1:50000 T/369.3/5350/1985) 
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大震火災時における避難場所の指定及び避難道路の一部指定変更 平成9年度改定 

[付図] 避難場所及び避難道路図   （東京都都市計画局 図1枚 DT/0・369/280/G97） 

避難場所及び避難道路図 昭和60年,平成14年度改定（東京都都市計画局 図1枚  1:25000 

                               T/369.3/5109/1985,2002） 

震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定 

[付図]避難場所及び避難道路図 平成19年度改訂（東京都都市整備局 図1枚  1:60000 

                                    T/369.3/5109/2007） 

  震災時火災における避難場所・避難道路のあらまし(区部) 平成25年度版 

東京都都市整備局 図1枚 1:43000 T/369.3/5109/2013） 

地震に関する地域危険度測定調査報告 資料編１（図及び表） 

                                    （[1974] 東京都総務局 1冊 DT/0・369/106/G2） 

地震に関する地域危険度測定調査報告(概要) 

            （[1974] 東京都総務局  図55枚 DT/0・369/106/G4 製本） 

地震に関する地域危険度測定調査報告 

           （[1975] [東京都総務局]  図55枚 DT/0・369/106/G6 製本） 

地震に関する地域危険度図（区部）第2回測定調査  

                     （1984 東京都都市計画局 図12枚 DT/0・369/106/G7-2  製本） 

内容:総合危険度図.総合危険度算定のための4要素一覧図.地盤区分と地表最大 

加速度分布図.液状化危険度図.木造建物危険度図.中低層RC造建物危険度図. 

出火危険度図.建物の焼失危険度図.建物危険度図.人的危険度図.火災危険度図. 

避難危険度図  

地震に関する地域危険度図測定調査（区部）第3回  

         （[1993] 東京都都市計画局  図7枚 T/0・369/106/G93-3 製本） 

内容:建物危険度図.火災危険度図.人的危険度図.避難危険度図.四危険度一覧図 

－建物･火災･人的避難各危険度.総合危険度図 1 物的損害の度合いをあら 

わすもの.総合危険度図 2 人の損傷の度合いをあらわすもの 

地震に関する地域危険度測定調査報告書 第4回  

               （1998 東京都都市計画局 1冊 T/0・369/106/G98） 

地震に関する地域危険度測定調査報告書 第5回 [付図]地域危険度図 

                （2002 東京都都市計画局 図5枚 T/369.3/5098/2002） 

地震に関する地域危険度測定調査報告書 第6回 [付図]地域危険度図 

              （2008 東京都都市整備局 図3枚 T/369.3/5098/2008-2,3,4） 

地震に関する地域危険度測定調査報告書 第7回 

                （2013 東京都都市整備局 1冊 T/369.3/5098/2013） 

防災都市構造実態調査結果図  no.1－no.3   

        （1979  東京都都市計画局 3冊 DT/0・519/266/G3-1～3  製本） 

内容: no.1 宅地率増減図.道路率増減図.人口密度･同増減図.道路率度.宅地率度. 

公園率度.田畑率図(山林を含む) no.2 住宅用地率図.商業用地率図.建ぺい率図. 

容積率図.平均階数図.耐火率図(構造別建築面積比率) 耐火率図(構造別建築別 

延床面積比率) no.3 木造率図(構造別建築面積比率) 非木造率図(構造別建築面 
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積比率) 住宅率図.共同住宅率図.商業率図.事務所率図 

建設省所管に係る防災対策緊急事業計画（1982 東京都都市計画局 

図7枚 DT/0・369/444/G 製本） 

    ［折込図：広域避難地・避難道路全体計画図、広域避難地整備計画図 他］ 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査報告（区部）より 

                                    （1984 東京都都市計画局 1冊 T/0・369/523/G） 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査報告書(第3回)より 

                                   （1993 東京都都市計画局 1冊 T/0・369/523/G93） 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査報告書(第4回)より 

                                    （1998 東京都都市計画局 1冊 T/0・369/523/G98） 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査報告書（第5回）より 

                                    （2002 東京都都市計画局 1冊 T/369.3/5096/2002） 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査（第6回） 

                                     （2008 東京都都市計画局 1冊 T/369.3/5096/2008） 

あなたのまちの地域危険度：地震に関する地域危険度測定調査（第7回） 

                                     （2013 東京都都市整備局 1冊 T/369.3/5096/2013） 

[東京都の地域別延焼危険度と対策について その1]  別添え図  [火災予防審議会編] 

                              （[1974] [東京消防庁] 図8枚 DT/0・317/276/G1-2） 

内容:（1）地域の延焼危険度図（A）（消防力を除く)（2）建築物の焼失危険度図（A） 

（消防力を除く）（3）消防水利分布図（4）道路率図（5）地域の延焼危険度図（B) 

（消防力を含む）（6）消化困難区域図（7）消防隊の火面包囲率図（8）火災危険度図 

化学薬品の出火危険度評価と地震対策[付図] (1981 東京消防庁 図2枚 T/0・369/450/G) 

内容:化学薬品の潜在出火危険度図.地震時における化学薬品の出火危険度図 

東京都の地域別出火危険度測定結果(特別区)[付図] 総合出火危険度他  

                  （1982 東京消防庁  図20枚 T/0・369/452/G1) 

地震時における地域別延焼危険度の推移と対策[付図]  

                   (1982 東京消防庁 図11枚 T/0・369/453/G) 

内容:地域の延焼危険度図(消防力を除く) 地域の延焼危険度図(消防力を含む) 

建築物の焼失危険度図(消防力を除く) 建築物の焼失危険度図(消防力を含む) 

周辺有効水利分布図.震災時通行可能道路率図.空地率図(空地A+空地B) 

耐火率図.空地率の推移.耐火率の推移.60分後における建築物の焼失面積の 

推移(消防力を含む) 

地震時における地域別の総合出火危険予測と対策[付図] 地震のメッシュ別総合出火危険 

(冬･夕方)図   (1987 東京消防庁 図1枚 T/0・369/591) 

東京都の地震時における地域別延焼危険度(1991 東京消防庁 １冊 T/0・369/5054/G) 

東京都の地震時における地域別の総合出火危険予測  

                                           (1991 東京消防庁 １冊 T/0・369/5055/G) 

地震時における焼け止まり効果の測定に関する調査研究[付図] 焼け止まり効果測定図 

(特別区, 多摩摩地区)他 (1992 東京都消防庁 図5枚 T/0・369/3094/G) 
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東京都の地震時における地域別出火危険度測定 第5回 

（1997 東京消防庁 1冊 T/0・369/3390/G5） 

  東京都の地震時における地域別延焼危険度測定 第5回 

（1997 東京消防庁 1冊 T/0・369/3389/G5） 

東京都の地震時における地域別出火危険度測定 第6回, 第7回, 第8回 

（2001,2006,2011 東京消防庁 各1冊 T/369.3/5104/6,7,8） 

  東京都の地震時における地域別延焼危険度測定 第6回, 第7回, 第8回 

（2002,2006,2012 東京消防庁 各1冊 T/369.3/5129/6,7,8） 

  東京都の市街地状況調査報告書 [第１回] その１[付図]  

建物混成状況図(昭和47年3月現在) (1973 東京都 図1枚 T/0・519/87/G1) 

東京都の市街地状況調査報告書 特別区 [第2回], 第3回  

[付図]メッシュ建ぺい率図, 平均延焼速度比図 

（1981,1986 東京消防庁 各図2枚T/0・519/87/G81, G86） 

東京都の市街地状況調査報告書 第5回（1995 東京消防庁 1冊 T/0・519/87/G95-1） 

東京都の市街地状況調査報告書 第6回（2000 東京消防庁 CD-ROM PT/518.8/5158/6） 

東京都の市街地状況調査報告書 第7回（2005 東京消防庁 1冊 T/518.8/5158/7） 

東京都の市街地状況調査報告書 第8回（2013 東京消防庁 1冊 T/518.8/5158/8） 

医療救護活動マップ－災害時医療救護活動マニュアル－ (1996 東京都衛生局 図12枚  

                            T/0・490/3171/G2-1  1冊) 

東京港防災計画図 (1975 東京都港湾局 図1枚 1:30000  T/10・36/3004/1975) 

東京港防災計画図 (1979 東京都港湾局 図1枚 1:30000  T/10・36/3004/G 製本) 

東京港防災計画図（1980 東京都港湾局 図1枚 1:20000 DT/10・36/3004/G80 製本） 

東京港防災計画図 ([1984] 東京都港湾局 図1枚 1:30000  DT/10・36/3004/G84) 

  あなたの命を守る大地震東京危険度マップ（2005 朝日出版社 1冊 T/369.3/5151/2005） 

  東京直下大地震生き残り地図（2005 旬報社 1冊 T/369.3/5169/2005） 

  震災時帰宅支援マップ（2005，2006 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2005，2006） 

  震災時帰宅支援マップ ワイド版首都圏（2006 昭文社 図1枚 1:45000,1:100000 

T/290.3/5260/2006） 

  徒歩帰宅訓練MAP （2008 日本赤十字社東京都支部 図1枚 1:60000 T/369.3/5247/2008） 

  震災時帰宅支援マップ 2版（2009 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2009） 

  震災時帰宅支援マップ 3版（2011 昭文社 1冊 1:15000,1:30000 T/290.3/5215/2011） 

  首都圏＋災害時帰宅ナビ （2011 東京地図出版 1冊 RT/290.9/5593/2011） 

  防災ぴあMAP （2011 ぴあ 1冊 T/369.3/5305/2011） 

  震災時帰宅支援マップ 4版（2012 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2012） 

  大地震あなたのまちの東京危険度マップ（2012 朝日出版社 1冊 T/369.3/5315/2012） 

首都大地震揺れやすさマップ（2013 旬報社 1冊 T/369.3/5375/2013） 

震災時帰宅支援マップ 5版（2013 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2013） 

帰宅支援マップ 6版（2014 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2014） 

帰宅支援マップ 7版（2016 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2016） 

帰宅支援マップ 8版（2017 昭文社 1冊 T/290.3/5215/2017） 
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＜区部＞  ※各自治体の地域防災計画の付図は収録せず 

あだち防災マップ（2005 足立区危機管理室 図1枚 1:16000 T/21･369/5013/2005） 

荒川区防災地図（2004, 2008 荒川区 各図1枚 1:17400,1:8571 T/41･369/5006/2004, 2008） 

荒川区防災地図（2010, 2011, 2012, 2014 荒川区防災課 各図1枚 1:10000  

T/41･369/5006/2010,2011,2012,2014） 

  荒川区防災地図（水害）（2016 [荒川区防災課] 図1枚 1:12000 T/41・369/5031/2016） 

  常盤台地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:4717]  T/44・369/5102/2016） 

  志村坂上地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:4950]  T/44・369/5111/2016） 

  成増地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:6410]  T/44・369/5112/2016） 

  下赤塚地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:5319]  T/44・369/5113/2016） 

  桜川地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:5376]  T/44・369/5114/2016） 

  板橋地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:4464]  T/44・369/5109/2016） 

清水地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:4237]  T/44・369/5108/2016） 

仲町地区防災マップ（[2016]  [板橋区危機管理室] 図1枚 [約1:4587]  T/44・369/5110/2016） 

  北区防災地図 平成15年4月現在（2003 北区 図1枚 1:10000 T/42･369/5002/2003） 

Kita city map for disaster prevention ([2009] The City of Kita, Disaster Prevention Department 

図1枚 1:10000 FT/42･369/5370/2009） 

   北区防灾地图 （[2009] [北区防災課] 図1枚 1:10000 CT/42･369/5001/2009） 

  기타구 방재 지도 （[2009] [北区防災課] 図1枚 1:10000 HT/42･369/5002/2009） 

  江東区防災マップ 1～6（2013 江東区総務部危機管理室防災課 各図1枚 

 1:8000,1:16000 T/25･369/5012/1～6） 

   ［1］猿江恩賜公園一帯/亀戸・大島・小松川地区,亀戸中央公園/亀戸二丁目団地一帯 

   ［2］清澄庭園/木場公園一帯/東京海洋大学一帯 

   ［3］大島・北砂団地一帯/公社南砂二丁目団地一帯/都営東砂二丁目住宅一帯 

   ［4］辰巳団地・潮見運動公園一帯 ［5］新砂三丁目地区 ［6］地区内残留地区 

  江東区防災マップ 江東区全域（2013 江東区総務部危機管理室防災課 図1枚 

1:15000 T/25･369/5013/2013） 

「東京江東地区の防災事業に関する基本方針について」関連資料［付図］ 

内容：江東地区堅牢建築物分布図他 (1971 江東防災総合委員会 図5枚 T/0・369/470) 

大地震に生きる－関東大震災体験記集－[付図] 品川区防災地図 

                           (1978 品川区 1枚 T/0・450/46) 

品川区防災地図 英文・中文・ハングル併記（2003 品川区 図1枚 1:10000 

T/51･369/5011/2003） 

  災害時区民行動マニュアル マップ版 （2013 世田谷区危機管理室災害対策課 図1枚 

T/54･369/5025/2013） 

台東区防災地図（2004,2008 台東区総務部 図1枚 1:8500 T/31･369/5019/2004,2008） 

台東区防災地図（[2011] 台東区危機・災害対策課 図1枚 1:8000 T/31･369/5019/2011） 

台東区防災地図（[2012] 台東区災害対策課 図1枚 1:8000 T/31･369/5019/2012） 

中央区防災医療マップ（1996 中央区環境衛生部 22p  T/33・49/3007） 
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その時、銀座は－銀座防災コンパス－[付図] 銀座防災マップ 

                        （1996 銀実会 1枚 T/33・20/52/96） 

豊島区防災地図 平成13年現在（豊島区区民部 図1枚 1:8000 T/43･369/5003/2001） 

  豊島区防災地図（2004, 2010 豊島区総務部 各図1枚 1:8000 T/43･369/5003/2004,2010） 

  Aid map for disaster of Minato City  

（［2010］ [Minato-ku] 図1枚 1:17900 T/35･369/5369/2010) 

＜多摩地域＞ ※各自治体の地域防災計画の付図は収録せず 

防災地図東京地震 多摩－[東京都震災予防条例制定避難場所・避難道路]－                        

                          ([1974] 塔文社 図1枚 DT/60・36/7  製本) 

三多摩地区の地震火災に関する調査研究[付図] 

    三多摩地区の地震火災による焼失率図(1981 東京都総務局 図1枚 T/60・36/27/G) 

東京多摩地区の地盤のレスポンス及び震度分布に関する調査研究・付図 

            ([1982] 東京都総務局 図3枚 1:50000  DT/60・45/2/G2  製本) 

内容：表層地盤およびレスポンスの最大値図. レスポンス曲線の平均値図. 東京 

多摩地区の震度予想分布図 

東京都の市街地状況調査報告書 多摩地区[付図]  

                  （1983 東京消防庁 図7枚 T/60・51/22/ G2  製本） 

内容：市街地域現況図.メッシュ建ぺい率現況図.平均延焼速度比現況図.耐火率現況図 

.空地率B現況図.平均延焼速度比推移図.耐火率推移図   

東京都の地域別延焼危険度測定結果（多摩地区） 

                 （1984  東京消防庁 図9 枚 T/60・36/46/G 製本） 

内容：地域の延焼危険度図（消防力を除く）  地域の延焼危険度図（消防力を含む） 

建築物の焼失危険度図（消防力を除く） 建築物の焼失危険度図（消防力を含む） 

有効水利分布図. 防火率図（推移） 耐火率図（推移） 地域の延焼危険度推移図 

（消防力を除く） 建築物の焼失危険度推移図（消防力を除く） 

東京都の地域別出火危険度測定結果（三多摩地区）[付図] 総合出火危険度他 

                 （1980 東京消防庁 図15枚 T/0・369/452/G2） 

多摩地域における地震被害の想定に関する報告書[付図]  

                          （[1985] 東京都防災会議  図7枚  T/60・36/40/G2 製本） 

内容：多摩地域の土地改変の状況. 多摩地域の起伏量.多摩地域の盛土地. 多摩地 

域の切土地.関東大地震の被害-震央距離．地盤の関係に基づく推定地表最大加 

速度. 地盤型区分及び地表最大加速度(推定値)分布. 火災による焼失率図     

地震に関する地域危険度測定調査報告 多摩 第2回  

                              （1987 東京都都市計画局 1冊 T/60・36/20/G87） 

地震に関する地域危険度図測定調査(多摩)  第3回    

                   （[1993] 東京都都市計画局  図7枚 T/60・36/20/G93-2 製本） 

内容：建物危険度図.火災危険度図.人的危険度図.避難危険度図.四危険度一覧図(建 

物・火災・人的・避難各危険度) 総合危険度図 1 建物損害の度合いをあらわす 

もの  総合危険度図 2 人の損害の度合いをあらわすもの  
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国分寺市防災・ハザードマップ（2013 国分寺市総務部くらしの安全課 図1枚 1:10000 

T/65・369/5011/2013） 

小平市防災地図－英語･中国語･朝鮮語併記－（1995 小平市防災対策室 図1枚 1:12000 

                                                       T/64・36/3003 製本） 

震災対策基礎調査報告書 地形・地質・地盤編[付図] 地盤高図 

                                             （1975  国分寺市 図9枚 T/66・51/3002） 

狛江市防災マップ（［2010］［狛江市総務部安心安全課］図1枚 1:8000  

T/67・369/5012/2010) 

狛江市地震ハザードマップ（2010［狛江市総務部安心安全課］図1枚 1:8000  

T/67・369/5013/2010) 

  防災ハンドブック：地震に備えて[付図] 調布市防災地図 

（1997 調布市総務部防災課 図1枚 1:18500 T/70･369/5041/1997） 

  調布市防災マップ（2010, 2012, 2014, 2015 調布市総務部総合防災安全課 各図1枚 1:10000 

T/70･369/5089/2010,2012,2014,2015） 

  東大和市防災マップ（［2011］［東大和市］ 図1枚 1:12500 T/73･369/5006/2011） 

町田市ぼうさいマップ（2008, 2009 町田市 各図1枚 1:27400 T/85･369/5056/2008,2009） 

町田市土砂災害ハザードマップ（2014-2016 町田市市民部防災安全課 各図1枚 

T/85・369/5085/1~5） 

  町田市防災マップ（2015 町田市市民部防災安全課 各図1枚 T/85・369/5089/1~7） 

三鷹市防災マップ（1993 三鷹市総務部防災課 図１枚 1:10000  T/76・369/5005/1993） 

奥多摩町防災マップ（2007 奥多摩町 図1枚 1:21700 T/94・369/5011/2007） 

  

(2)低地・水防 

東京都水防計画 昭和55年度－平成14年度 [付図] 東京都総合管内図 

                                   （東京都建設局 各図1～2枚 T/0・517/1/G  年刊） 

<平成11年度、12年度は「注意を要する箇所」各1枚を含む> 

注意を要する箇所 昭和49年度－平成10年度  （東京都建設局 各図1枚 年刊  

            DT/0・517/6/G 製本） ※平成元年度－平成4年度は付図扱い 

東京都水防計画 平成15年度－平成26年度 [付図] 水防上注意を要する箇所図,国土交通省 

管理河川重要水防箇所図（東京都建設局 各図1～2枚 T/517.5/5002/  年刊 平成19,21年度欠） 

東京都の総合防災計画上の諸問題点－地形分類よりみた－[付図] 高潮洪水被害予想 

          図, 浸水頻度分布図, 地盤高図（1961 東京都首都整備局  図3枚 0951/S598/T） 

東京低地防災基本図 (1962 東京都首都整備局 図７枚 D0951/T7279/T 製本) 

内容:押上．深川．砂町･日比谷．永代橋．洲崎．晴海町･枝川町．大島 

東京低地防災基本図 [1] 大島(1962 東京都首都整備局 図１枚 0951/T7279/T1-1 製本) 

0メートル市街地の防災拠点整備方式樹立調査結果報告書 

                     (1966 建設省住宅局 図8枚 東京都防災会議資料 T/20・36/13) 

東部低地河川防災対策に関する基礎調査概要報告書  建設技術研究所編 

                                       （1973  東京都建設局 1冊 DT/10・36/1/G） 
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地震による地盤変動と土質構造物への影響に関する調査[付図] 液状化現象予測図 

                                        （1972 東京都防災会議 図1枚 T/0・450/80） 

東京低地の液状化予測[付図] (1987 東京都土木技術研究所 図2枚 T/0・450/89/G) 

東京の液状化予測図（1998 東京都土木技術研究所 図4枚 1:25000  

                          DT/0・450/3033/G98 製本) 

東京の液状化予測図 －関東地震規模の地震動を対象として－ [付図] 

（1999 東京都土木技術研究所 図4枚 T/0・450/3033/G1) 

  東京の液状化予測図 平成24年度改訂版 （東京都建設局 図4枚  

1:25000 T/511.3/5006/2013 製本） 

 

  大河川洪水・高潮水害想定氾濫区域図  

     （1972 東京都総務局 東京都防災会議編 図14枚 DT/10・51/10/G 製本） 

内容：東京都総合管内図. 水害想定地域区分図.大河川洪水(草加・松戸・東京首部 

船橋) 高潮(草加・松戸・東京首部・船橋・東京西南部・東京南部・浦安・ 

    川崎・東京国際空港) 

中小河川洪水水害想定氾濫区域図 S33‐9台風  

（1972 東京都総務局 東京都防災会議編 図33枚 DT/10・51/10/G1 製本） 

内容：東京都総合管内図. 水害想定地域区分図 1:25000(雲取山・天目山・下名栗・丹 

波・奥多摩湖・日の出村・青梅・所沢・志木・赤羽・草加・松戸・檜原・五日市 

・拝島・立川・吉祥寺・東京西部・東京首部・船橋・相模湖・八王子・武蔵府中 

・溝口・東京西南部・東京南部・浦安・原町田・荏田・川崎・東京国際空港) 

中小河川洪水水害想定氾濫区域図 時雨量50m/m   

       （1972 東京都総務局 東京都防災会議編 図33枚  DT/10・51/10/G2 製本） 

[収録図名は上に同じ] 

中小河川洪水水害想定氾濫区域図 時雨量30m/m  

       (1972 東京都総務局 東京都防災会議編 図31枚 DT/10・51/10/G3 製本) 

[収録図名は上に同じ] 

  東京港特別高潮対策事業計画平面図（1972 東京都港湾局 図1枚 DT/10・45/4/ 製本） 

神田川流域浸水予想区域図（2001 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/517.4/5008/2001） 

  石神井川及び白子川流域浸水予想区域図（2003 東京都建設局 図1枚 1:25000  

T/517.4/5009/2003） 

  隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図（2003 東京都建設局 図1枚 1:25000  

T/517.4/5013/2003） 

  江東内部河川流域浸水予想区域図（2004 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/517.4/5012/2004） 

  城南地区河川流域浸水予想区域図（2004 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/517.4/5010/2004） 

  黒目川、落合川、柳瀬川、空堀川及び奈良橋川流域浸水予想区域図 

2005 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/60･517/5002/2005） 

  境川流域浸水予想区域図（2005 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/85･517/5001/2005） 

  残堀川流域浸水予想区域図（2005 東京都建設局 図1枚 1:25000 T/59･517/5003/2005） 
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野川、仙川、谷沢川及び丸子川流域浸水予想区域図 

東京都建設局 図1枚 1:25000 T/517.4/5014/2005） 

津波に関する標識及び津波ハザードマップ基本図（2006 東京都総務局総合防災部 

5, 50枚 DT/10･369/5002/2006） 

 

＜23区＞ 

足立区洪水ハザードマップ（2007,2011 [足立区] 各図1枚 T/21･369/5018/2007,2011） 

板橋区洪水ハザードマップ（2005 板橋区 図1枚 1:20000 T/44･369/5036/2005） 

葛飾区江戸川洪水ハザードマップ（2008 葛飾区 図1枚 1:20000 T/22･369/5009/2008） 

葛飾区中川・綾瀬川洪水ハザードマップ（2009 葛飾区地域振興部防災課 図1枚 

1:20000 T/22･369/5011/2009） 

新宿区洪水ハザードマップ（洪水避難地図）（2002 新宿区総務部 図1枚 

                                                   1:10000 T/36・369/5010/2002） 

新宿区洪水ハザードマップ（洪水避難地図）（2011 新宿区区長室危機管理課 図1枚 

                                                   1:10000 T/36・369/5010/2011） 

新宿区洪水ハザードマップ（洪水避難地図）（2014 新宿区区長室危機管理課 図1枚 

                                                   1:10000 T/36・369/5010/2014） 

新宿区洪水ハザードマップ（洪水避難地図）（2015 新宿区区長室危機管理課 図1枚 

                                                   1:10000 T/36・369/5010/2015） 

台東区洪水ハザードマップ（2008, 2011, 2014 ［台東区危機管理室］各図1枚  

1:8000 T/31･369/5043/2008,2011,2014） 

  中央区洪水ハザードマップ（2004 中央区 図1枚 1:11000 T/33･369/5022/2004） 

  千代田区洪水避難地図（2003, 2007 千代田区 各図1枚 1:10000 T/34･369/5006/2003, 2007） 

  豊島区洪水ハザードマップ（2004 豊島区 図1枚 1:10000 T/43･369/5015/2004） 

  練馬区洪水ハザードマップ（2004 練馬区危機管理室 図1枚 1:15000 T/45･369/5010/2004） 

  港区浸水ハザードマップ（2005 港区街づくり推進部 図1枚 1:10000 T/35･369/5006/2005） 

  目黒区水害ハザードマップ（2005 目黒区総務部 図1枚 1:10000 T/53･369/5021/2005） 

 

＜市町村＞ 

調布市洪水ハザードマップ（2007, 2011, 2014, 2016 調布市総務部 各図1枚 1:10000 

T/70･369/5064/2007,2011,2014,2016） 

＜島しょ＞ 

   津波浸水予測調査報告書（伊豆諸島）[付図]（2004 東京都総務局 図9枚  

DT/10･453/5002/2004-2） 

 

（3）火山 

土地保全図三宅島地区（1987 国土庁土地局 図5枚 1:25000  T/85・45/5  製本) 

内容：防災保全等法令規制現況図.火山災害対策土地保全基本図.溶岩流シミュ 

  レーション図ほか 
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伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書 大島編[付図]  

                 （1990 東京都防災会議 図６枚 T/81・45/3003/G) 

内容：大島の地質図. 粘性係数一定の場合の溶岩流シミュレーション図 

伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書 三宅島編[付図]  

                   (1990 東京都防災会議 図４枚 T/85・45/6/G) 

内容：粘性係数一定の場合の溶岩流シミュレーション図 

伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書 新島・式根島編[付図]   

新島・式根島の地質図       (1990  東京都防災会議 図1枚 T/83・45/1/G) 

伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書 青ケ島編[付図]   

青ケ島の地質図 その1, その2   (1990 東京都防災会議 図2枚 T/87・45/4/G) 

 

伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書 八丈島編[付図]   

八丈島の地質図                     (1990 東京都防災会議  図1枚 T/87・45/3/G) 

火山列島硫黄島の火山現象調査図（1976 科学技術庁国立防災科学技術センター 

                            図1枚 DT/88・45/3 製本） 

[11]災害地図 

（1）震災  

[安政江戸地震災害誌] 付図 (1973 東京都総務局 図9枚 DT/0・450/1/G3 製本) 

  内容：平均震度分布図、死者の分布、家屋の被害図、焼失及び火災発生地 他 

安政江戸地震の精密震度分布図付図 震度分布図 

                    ([1995] 宇佐美竜夫 図9枚 T/0・450/3013/2) 

  震災焼失区域明細東京全図（大正12 東京情報社 図1枚 T/369.3/5267/1923） 

東京大震災火災地図 大正12年 （丸の内新聞社 図1枚 1:20000 DT/0・450/85） 

東京大震災火災地図（大正12 丸の内新聞社 図1枚 1:20000 T/369.3/5363/1923） 

  東京大震災火災地圖 大正12年9月1日（岡田精弘堂 図1枚 1:20000 T/369.3/5454/1923） 

  大正十二年九月震火災ニ因ル死者分布図（［192-］東京地方委員会 図1枚 

1:20000 T/369.3/5359/X) 

  大正十二年九月一日震災東京附近ニ於ケル木造建物被害分布図（［192-］ 

警視庁保安部建築課 図1枚 1:20000 T/369.3/5362/X) 

  発火地点ト火流（［192-］［出版者不明］図1枚 T/369.3/5293/X） 

実地踏測番地入東京市街全図 表：震災区域明細大東京地図、裏：安政大地震江戸焼失町図 

               （大正12 和楽路屋 図1枚 1:20000 T/290.3/5083/1923） 

大正十二年九月一日震災東京附近ニ於ケル木造建物被害分布図  

             （大正12 警視庁 図1枚 1:20000 DT/0・450/5008/G 製本） 

東京市震災焼失地域図－東京市役所調査－ 大正12年9月18日現在 

            （東京市役所震災救護部編 文正社 図1枚 T/369.3/5193/1923） 

最新模範東京市全図 大正12年9月1日大震大火地域図   

        （大正12 麻生忠康編 文明堂書店 図1枚 1:20000 T/0・290/7 製本） 

関東大災害画報 第5版[付図] 震災後之大東京略図 

               （大正12 市田賢治編輯 敬文社 図1枚 T/0・260/3048） 
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関東大震災図（大正12年9月30日大阪日報第1455号附録 大阪日報社 

                             図1枚 T/369.3/5155/1923） 

最新東京市全図 大正12年9月1日震災焼失図 第4版（本原政吉 図1枚 T/369.3/5159/1923） 

大正地震東京大火明細図（大正12 大森金之助 図1枚 T/290.3/5117/1923） 

帝都大震火災系統地図－大正12年9月－（東京帝国大学罹災者情報局調査 小野県人 

図1枚, 付：解説及索引 1:10000 T/369.3/5158/1923） 

新調査東京震災明細大地図 大正12年9月1日（信芳堂書店 図1枚 T/369.3/5445/1923） 

東京大震災明細地図 叮正第2版 （大正12 田村敬二郎 図1枚 T/290.3/5121/1923） 

東京及横浜震災地図 （大正12 山下慶熊 図1枚 DT/0・450/86） 

東京大震大火災明細地図 （[大正12] 豊文館仮事務所 図1枚 DT/0・369/3498） 

最新東京市全図 -大正大震災被害明細 附横浜市全図-（[192-] 出版者不明 図1枚 

            T/369.3/5194/X） 

東京市火災動態地図 （大正13 文部省震災予防調査会 図9枚 T/0・450/76 製本） 

内容:向島, 深川，洲崎，上野，日本橋，新橋，早稲田，四谷，三田 

関東震災全地域鳥瞰図絵（大正13年9月15日大阪朝日新聞第15369号附録 

                    [大阪朝日新聞社] 図1枚 T/369.3/5157/1924） 

大正十二年関東震災地垂直変動要図 大正14年10月末調査 

                 （陸地測量部 図1枚 1:200000 DT/92・45/6 製本） 

大正大震火災誌 [付図] 帝都大震災火災系統地図 

                （大正14 警視庁 図1枚 1:10000 D0945/K542/T1-2） 

大正震災志 附図（大正15 内務省社会局 図20枚 T/0・369/253/3 製本） 

内容：東京市震火災延焼状況図.東京市震火災発火地点及焼失区域図.消防隊活動 

径路.東京府管内震災被害図.横浜市震火災延焼状況図.神奈川県管内震災被害図. 

千葉県管内震災被害図.静岡県管内震災被害図.埼玉県管内震災被害図.山梨県管 

内震災被害図.林野被害区域(山崩地帯)概況図.地盤垂直変動一覧図.大震災後相 

模灘附近水深変化調査図.東京市附近食糧配給所位置要図.関東戒厳地域内警備 

配置要図. 関東戒厳地域内警備部隊配置要図(九月中旬).関東戒厳地域内警備部 

隊配置要図(十月十日).関東震災地域内憲兵配置要図(十月十五日).関東戒厳地 

域内警備部隊配置要図(十月ニ十日).東京復興計画一般図.  

東京震災録 地図及写真帖[付図]（大正15 東京市 図3枚 0945/T727/T4-5 製本） 

内容：大正十二年九月一日大震災後相模灘附近水深変化図.東京復興計画図. 

東京防火地区指定図 

  Companion maps and diagrams to the great earthquake of 1923 in Japan 

              （1926 Bureau of Social Affairs 18 leaves. FT/0・369/3/2) 

東京復興事業進捗図（昭和2 復興通信社 図1枚 T/290.3/5092/1927） 

写真と地図と記録で見る関東大震災誌・東京編 付図  

                   （1987 千秋社 図4枚 T/0・369/579/2 製本） 

  内容：東京府管内震災被害図. 東京市震火災発火地点及焼失区域図. 東京市火災延 

     焼状況図. 避難場所及び避難道路概略図 
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深川消防署百年史[付図] 関東大震災焼失図   

              （1981 開署百年記念実行委員会 図1枚 T/25・31/18/G） 

三多摩地区の地震災害に関する調査研究[付図] 関東大地震時の三多摩地区構造物被害 

分布図（[1980] 東京都総務局 図1枚 T/60・36/23/G） 

「1978年伊豆大島近海地震」に関する特別研究[付図] 1978年伊豆大島近海地震災害 

状況・土地条件図 （1979 科学技術庁研究調整局 図1枚 T/81・45/7） 

 

（2）火山 

伊豆大島噴火現況図 (1986 国土地理院関東地方測量部 図8枚 DT/81・45/5 製本) 

伊豆大島1986年の噴火 地質と噴火の歴史 特殊地質図26 

    (1987 通商産業省工業技術院地質調査所 図１枚 1:25000 T/81・45/10 製本) 

三宅島の災害復旧 (2003 東京都総務局総合防災部 図1枚 T/15･369/5007/2003) 

 

（3）戦災・火災                                                                             

丘のなかの町にて[付図] 八王子の商店街(明治32年大火2年後) 

               (1972 ふだん記グループ 大野弘子著 図1枚 T/74・28/4) 

戦災焼失区域表示 帝都近傍図［裏面:英字］（1945 日本地図 図1枚 

                        1:40000,1:300000 0920/N689/S 製本） 

Tokyo and vicinity；showing bombed-out areas（1946 Nippon Map Co. 図1枚 1:40000 

                                 T/290.3/5359/1946） 

  ※「戦災焼失区域表示 帝都近傍図」の英語版、連合軍用 

戦災焼失区域表示帝都近傍図 増補－新制二十二区－（1947 日本地図 図1枚 

                         1:40000,1:300000 T/210.7/5061/1947） 

戦災焼失区域表示帝都近傍図 ( [19--] 日地出版 図1枚 DT/0・290/116 製本) 

  <日本地図昭和21年刊のものを東京空襲を記録する会が復刻> 

深川消防署百年史[付図] 戦災焼失区域表示帝都近傍図  

                (1981 開署百年記念実行委員会 図1枚 T/25・31/18/G) 

コンサイス東京都35区区分地図帖 戦災焼失区域表示 (1946 日本地図 図27枚 

                                0920/N689/T3 1冊) 

コンサイス東京都35区区分地図帖 戦災焼失区域表示 (1946 日本地図刊の複製 

                           日地出版 1冊 RT/0・290/78) 

東京都戦災誌[付図] (1953 東京都 図3枚 0936/T727/T4) 

内容:東京都区部焼失区域図(2枚) 八王子市焼失区域図（1枚） 

東京都戦災誌[付図] (2005 明元社 図3枚 東京都,昭和28年刊の再刊 T/210.7/5096/2005-2) 

内容:東京都区部焼失区域図(2枚) 八王子市焼失区域図（1枚） 

昭和20年3月10日東京大空襲米軍撮影空中写真［付図］（2008 日本地図センター 図2枚 

                                DT/210.7/5082/2008) 

  内容：1:25000地形図 東京首都（昭和22）, 1:25000 地形図 東京首都（平成17） 

八王子の空襲と戦災の記録 総説編 [付図] 八王子の空襲被災概図     

       (1985 八王子市郷土資料館編 八王子市教育委員会 図1枚 T/74・26/8/1) 
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（4）風水害 

番地入東京市全図 第5版 [裏面] 明治四十三年八月 東京市内浸水状況地図 其ノ一 

                （金松堂 図1枚 1:16000,1:20000 T/290.3/5162/1910） 

昭和22年9月水害調査報告 附図  ([194-] 地理調査所 図6枚 DT/10・51/20 製本) 

内容:利根川流路変遷図.桜堤洪水域洪水ノ進行.桜堤洪水域浸水ノ深サ.利根川及 

荒川の洪水の進行.利根川及荒川の洪水の深度.利根川及荒川の洪水の湛水期間 

水害記録[付図] 水害による浸水図 昭和56年－平成9･10年 

                      (東京都建設局 各図1枚 T/0・517/5/G) 

水害記録[付図] 水害による浸水図 平成11･12年－平成22年 

                 (東京都建設局 各図1枚 T/517.4/5001/2000～2010) 

境川流域浸水実績図 ([19--] 境川流域総合治水対策協議会  図1枚 1:50000  DT/10・51/3097) 

中川・綾瀬川流域浸水実績図 ([1974] 建設省江戸川工事事務所 図1枚 

                            1:50000 DT/10・51/3095) 

新河岸川流域浸水実績図 その1, その2    

      ([1979] 建設省荒川下流工事事務所 各図1枚 1:25000 DT/10・51/3093/1, 2) 

鶴見川流域浸水実績図 ([1981] 鶴見川流域総合治水対策協議会 図1枚 

                             1:25000 DT/10・51/3096) 

神田川流域浸水実績図 ([1987] [神田川流域総合治水対策協議会] 図1枚 

                           1:25000 DT/10・51/131 製本) 

目黒川流域浸水実績図 ([1987] [目黒川流域総合治水対策協議会] 図1枚 

                           1:25000 DT/10・51/132 製本) 

石神井川流域浸水実績図 ([1988] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000 DT/10・51/3112) 

渋谷川・古川流域浸水実績図 ([1990] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000  

                                DT/10・51/3089/G) 

呑川流域浸水実績図 ([1990] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000 DT/10・51/3088/G)  

荒川・隅田川流域浸水実績図 ([1994] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000 

                                DT/10・51/3092/G) 

谷沢川, 丸子川流域浸水実績図 ([1994] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000  

                                DT/10・51/3091/G) 

立会川,内川流域浸水実績図 ([1994] 東京都都市計画局 図1枚 1:25000  

                                DT/10・51/3090/G) 

 

[12]農林水産業地図 

（1）農業地図 

八王子市農業地図 昭和56年測図（八王子市 図1枚 1:25000 DT/74・61/2 製本） 

たまろく農産物とれたてふれあいマップ（[2010?]  多摩北部都市広域行政圏協議会 図1枚 

1:20000 T/60・611/5002/2010） 

 

（2）林業地図 

東京大林区管内位置図 (明治45 東京精華堂 図1枚 1：400000 T/651.1/5009/1912) 
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森林計画図（1973 東京都 図3枚 DT/60・65/1/G 製本） 

[森林位置図]（1977 [東京都経済局] 図1枚 1:200000 T/0・650/3003/G 製本） 

東京都保安林配備計画図（1978 東京都労働経済局 図1枚 1:200000 

                             T/0・650/3004/G 製本） 

東京都林道網位置図 昭和53年3月（東京都経済局 図1枚 1:50000 

                           DT/0・650/3005/G78-1 製本） 

東京都林道網位置図（含都有林・都行造林地）昭和53年11月 

       （東京都労働経済局 図1枚 1:50000 DT/0・650/3005/G78-2 製本） 

東京都森林概要図（1983 東京都労働経済局 図1枚 1:100000 T/650.0/5002/1983） 

東京都森林概要図（1984 東京都労働経済局 図1枚 1:100000 DT/0・650/23/G 製本） 

奥多摩町日原都有林（ [19--] 東京都水道局 図1枚 1:20000 T/94・651/5001/X） 

 

（3）漁業地図 

東京都沿岸漁業構造図（1978 東京都労働経済局 図1枚 1:200000 

                            DT/0・660/3008/G 製本） 

東京都沿岸漁場図（1978 東京都労働経済局 図1枚 1:200000 DT/0・660/3009/G 製本） 

 

[13]商業地図 

(1)大日本職業別明細図（東京交通社刊）  

渋谷町（大正14刊の複製 T/48・67/3, T/48・67/3004 製本） 

高田町落合町長崎村板橋町石神井村（大正14 DT/40・29/3002） 

板橋区（昭和10 DT/44・29/3006） 

八王子市（昭和2 T/74・67/6） 

東京府 223号（昭和5 DT/59・290/5054/1930）※多摩地域 

  

 ※昭和前期日本商工地図集成 第1期 東京・神奈川・千葉・埼玉 

                         （柏書房 1987 DRT/290.3/5009/1987） 

「大日本職業別明細図」のうち、昭和3～11年刊の上記地域分を復刻して収録。 

縮尺1:4000～1:10000 

 

(2)その他の商業地図 

問屋案内地図 -下谷区之一部- （昭和5 東京衣類新報社 図1枚 DT/31・67/5002） 

  内容: 神田區之一部, 下谷區之一部, 日本橋區之一部 

東京都産業総纜図 (昭和28 東洋通信社 図8枚 DT/602.1/5024/1953) 

  大日本職業別明細図とは・・・大正6年に木谷佐一によって創刊された都市 

  案内図。商店の広告を兼ね、裏面に業種別の索引を載せた。昭和17年ま 

  で、月2回発行され、日本全国の都市が対象となっていた。昔の市街地の 

  街並みを知る上で非常に有用な資料である。 
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築地警察署管内防犯協會木挽町第四支部要圖 (昭和25 生川愼一郎作図 

 [築地警察署管内防犯協會木挽町第四支部] 図1枚 T/33・290/5050/1950) 

    ※木挽町５～８丁目。職業別明細図と同じ形式。 

東京都商工区分地図 中央区版 (昭和29 日本商工出版社 1冊 DT/33.290/5004/1954) 

日本の商業地図 首都圏編 Vol.1-2 東京版 上・下（1979 日本繊維経済研究所 2冊 

                                DT/0・670/18/1, 2） 

   [都内の各商圏ごとに、①広域商圏図 ②中心部の商業施設 ③商店街分布図 

   ④中心街区の小売店分布図（実査地図）を掲載] 

新宿区商店会分布図 (2006,2007 新宿区地域文化部商工観光課 図1枚 1:10000 

DT/36・290/5021/2006,2007) 

新宿区商店会マップ 平成25年11月1日現在 (2013 新宿区地域文化部産業振興課 図1枚 

                         1:10000 DT/36・290/5052/2013) 

上野中央通り商店会ガイドマップ（2012 上野中央通り商店会 図2枚 T/31・290/5072/2012） 

神楽坂輿地全図（1994 神楽坂商店街 図1枚 DT/36･290/5029/1994） 

 

[14]地価図 

   路線価図 昭和50年分‐平成11年分 年刊   

                  (東京国税局 16分冊‐41分冊 T/92･34/1/ ） 

 <昭和50年分> 1 麹町 神田 日本橋 京橋 芝 四谷 麻布 小石川 本郷 2 下谷 浅草 品川

 荏原 大森 雪谷 蒲田 3 世田谷 北沢 玉川 目黒 4 渋谷 淀橋 中野 杉並荻窪 5 

板橋 練馬 6 豊島 王子 荒川 足立 7 西新井 本所 向島 葛飾 8 江戸川 江東西 江

東東 9 青梅 八王子 立川 東村山 武蔵野 武蔵府中 10 横浜中 横浜南 保土ヶ谷 神

奈川 11 鶴見 川崎南 川崎北 横須賀 12 藤沢 平塚 厚木 相模原 小田原 13 千葉 

成田 松戸 14 市川 佐原 銚子 茂原 木更津 館山 15 甲府 山梨 大月 16 評価倍率

表 

               [ 昭和51年分‐平成10年分の内容記載省略 ] 

 <平成11年分>1 価格倍率表 2 麹町 神田 日本橋 京橋 芝 四谷 麻布 小石川 本郷 

3 東京上野 浅草 品川 荏原 大森 雪谷 蒲田 4 世田谷 北沢 玉川 目黒 5 渋谷新宿 

中野 杉並 荻窪 6 板橋 練馬東 練馬西 7 豊島 王子 荒川 足立 8 西新井 本所 向

島 葛飾 9 江戸川北 江戸川南 江東西 江東東 10 青梅 八王子 11 日野 町田 12 

立川 13 東村山 14 武蔵野 武蔵府中 15 横浜中 横浜南 16保土ヶ谷 17 戸塚 18

 神奈川 19 緑 20 鶴見 川崎南 21 川崎北 川崎西 22横須賀 23 鎌倉 24 藤沢 

25平塚 26 厚木 27 大和 28 相模原 29 小田原30 千葉東 31 千葉西 32 千葉南

 33 成田 34 松戸 35 柏 36 市川 37 船橋 38 佐原 銚子 東金 茂原 39 木更津

館山 40 甲府 41 山梨 鰍沢 大月 

 

路線価図 平成12年分‐平成20年分 年刊   

                  (東京国税局 42分冊‐47分冊 T/345.5/5003/） 

 <平成12年分> 1 評価倍率表 東京都 神奈川県 2 評価倍率表 千葉県 山梨県 3 麹町 

神田 日本橋 京橋 芝 四谷 麻布 小石川 本郷 4 東京上野 浅草 品川 荏原 大森 雪谷
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 蒲田 5 世田谷 北沢 玉川 目黒 6 渋谷 新宿 中野 杉並 荻窪 7 板橋 練馬東 練馬

西 8 豊島 王子 荒川 足立 9 西新井 本所 向島 葛飾 10 江戸川北 江戸川南 江東

西 江東南 11 青梅 八王子 12 日野 町田 13 立川14 東村山 15 武蔵野 武蔵府中

 16 横浜中横浜南 17 保土ヶ谷 18 戸塚 19 神奈川 20 緑 21 鶴見 川崎南 22 

川崎北 川崎西 23 横須賀 24 鎌倉 25 藤沢 

 26 平塚 27 厚木 28 大和 29 相模原 30 小田原 31 千葉東 32 千葉西 33千葉

南 34 成田 35 松戸 36 柏 37 市川 38 船橋 39 佐原 銚子 東金 茂原40 木更津

 館山 41 甲府 42 山梨 鰍沢 大月 

 

               [ 平成13年分‐平成28年分の内容記載省略 ] 

 

 <平成29年分> 1 評価倍率表 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 2 千葉県版1千葉市

（中央区・若葉区・緑区・花見川区・稲毛区・美浜区）・市原市・習志野市・八千代

市（千葉東署・千葉南署・千葉西署） 3 千葉県版2 銚子市・匝瑳市・旭市・市川市・

浦安市・船橋市・館山市・鴨川市・安房郡・木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・

松戸市・流山市・鎌ヶ谷市・（銚子署・市川署・船橋署・館山署・木更津署・松戸署）

4 千葉県版3 香取市・茂原市・勝浦市・成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・

白井市・富里市・印旛郡・東金市・山武市・大網白里市・柏市・野田市・我孫子市（佐

原署・茂原署・成田署・東金署・柏署） 5 東京都版1 千代田区・中央区・港区・新

宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区(麹町署・神田署・日本橋署・京橋署・芝署・

麻布署・四谷署・新宿署・小石川署・本郷署・東京上野署・浅草署・本所署・向島署・

江東西署・江東東署) 6 東京都版2 品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・

中野区・杉並区（品川署・荏原署・目黒署・大森署・雪谷署・蒲田署・世田谷署・北

沢署・玉川署・渋谷署・中野署・荻窪署） 7 東京都版3 豊島区・北区・荒川区・板

橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区（豊島署・王子署・荒川署・板橋署・練馬

東署・練馬西署・足立署・西新井署・葛飾署・江戸川北署・江戸川南署） 8 東京都

版4 八王子市・立川市・昭島市 国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市・武蔵野

市・三鷹市・小金井市・青梅市・羽村市・福生市・西多摩郡・あきる野市（八王子署・

立川署・武蔵野署・青梅署）9 東京都版5 府中市・調布市・狛江市・町田市・日野市・

多摩市・稲城市・東村山市・小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市（武蔵府中署・

町田署・日野署・東村山署）10 神奈川県版1 横浜市（鶴見区・西区・中区・保土ヶ

谷区・旭区・瀬谷区・南区・港南区・磯子区・金沢区・神奈川区・港北区）（鶴見署・

横浜中署・保土ヶ谷署・横浜南署・神奈川署）11 神奈川県版2 横浜市（戸塚区・栄

区・泉区・青葉区・ 緑区・都筑区）川崎市（川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・

麻生区・多摩区）（戸塚署・緑署・川崎南署・川崎北署・川崎西署） 

12 神奈川県版3 横須賀市・三浦市・平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡・鎌倉市・逗

子市・三浦郡・藤沢市・茅ヶ崎市・高座郡（横須賀署・平塚署・鎌倉署・藤沢署）13 

神奈川県版4 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡・相模原市・厚木市・愛甲郡・

大和市・座間市・海老名市・綾瀬市（小田原署・相模原署・厚木署・大和署）14 山梨

県版 甲府市・韮崎市・南アルプス市・甲斐市・中央市・中巨摩郡・山梨市・甲州市・
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笛吹市・大月市・富士吉田市・都留市・上野原市・南都留郡・南巨摩郡（甲府署・山

梨署・大月署・鰍沢署） 

 

東京市土地各筆坪当指数附賃貸価格調査書 神田区 附図 

（東京市都市計画課 [昭和7頃]  84枚 DT/34・67/5/G） 

東京市土地各筆坪当指数附賃貸価格調査書 深川区 附図 

（東京市都市計画課 [刊年不明] 1冊 DT/25・67/2/G） 

立川大工業地帯特價提供土地一覧圖（[19--] 立川土地 図1枚 T/68・673/5006/X） 

固定資産税路線価公開台帳 平成3基準年度，平成6基準年度 

                (東京都主税局 １～２冊 DT/0･345/3014/Ｇ91,Ｇ94-1,2) 

  ※「東京都特別区固定資産税路線価図」と改題 

東京都特別区固定資産税路線価図 

平成9基準年度，平成12基準年度 (東京都主税局 各32冊  DT/0･345/3014/Ｇ97-,Ｇ2000-) 

平成15基準年度，平成18基準年度，平成21基準年度，平成24基準年度, 平成27基準年度 

(東京都主税局 各32冊  DT/349.5/5002/2003-, 2006-, 2009-, 2012-, 2015- ) 

  ※3年1回刊。修正率表は毎年刊行。 

東京都実勢地価図 平成19年度版～平成28年度版 年刊 

                 （国際地学協会 RT/334.6/5021/2007～2016） 

東京都地価図 都内23区版 昭和47年度版，昭和52年度版 

            (東京都宅地建物取引業協会 各1冊  DT/0･676/3/72,77) 

東京都地価図 三多摩版 昭和47年度版 (東京都宅地建物取引業協会 1冊 DT/60･67/1/72) 

東京都地価図 [昭和57年度版]～平成13年度版 年刊 (東京都宅地建物取引業協会 

                      各1冊～2冊 DT/0･676/11/ ,83～2001-1,2） 

東京都地価図 平成14年度,平成15年度,平成17年度～平成20年度版 年刊  

(東京都宅地建物取引業協会 各1冊～2冊 DRT/334.6/5007/2002,2003,2005～2008） 

  ※昭和57年度版のタイトル:東京都地価図都市計画図 

東京都地価マップ 昭和60年4月，昭和60年7月，昭和61年7月 

                       (土地情報センター 各1冊 T/0･676/24/ ) 

地価マップ都市計画用途地域図東京都 昭和62年～平成10年 年刊 

                    (土地情報センター 各1冊 DT/0･676/24/87～98) 

東京都都市計画図 昭和61年度版 昭和61年地価公示価格昭和60年基準地価格入 

           (東京都宅地建物取引業協会編 土地情報センター 1冊 T/0･676/32) 

東京都都市計画図 用途地域 昭和62年度版 ～ 平成5年度版 年刊 

               (東京都宅地建物取引業協会 各1冊 DT/0･676/3008/87～93） 

地価マップ都市計画用途地域図東京都 平成6年度版～平成9年度版 年刊 

    (土地情報センター編 東京都宅地建物取引業協会 各1冊 DT/0･676/3008/94～97） 

地価マップ都市計画用途地域図東京都 平成10年度版～平成11年度版 年刊 

             (土地情報センター編集・発行 各1冊 DT/0･676/3008/98､99） 

地価マップ都市計画用途地域図東京都 平成12年度版～平成13年度版 

          （土地情報センター編 ゼンリン 各1冊 DT/0･676/3008/2000､2001） 
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地価マップ都市計画用途地域図東京都 平成14年度版～平成18年度版 

         （土地情報センター編 ゼンリン 各1冊 DRT/334.6/5008/2002～2006） 

地価公示標準地の付近案内図 東京都 昭和63年～平成13年 年刊 

        (国土庁土地鑑定委員会編 財務省印刷局 各1冊 T/0･676/3023/ 88～2001） 

 

地価公示標準地の付近案内図 東京都 平成14年～24年 年刊 

         ([国土庁土地鑑定委員会] 各1冊 T/334.6/5009/2002～2012） 

東京都基準地位置図(付:地価公示標準地) (1978 東京都財務局 1冊 DT/0･676/23 ) 

東京都地価調査基準地位置図 昭和53年～昭和59年度 年刊   

                        (東京都財務局 各1冊 DT/0･676/13/G） 

東京都地価調査基準地案内図 平成2年～平成6年 年刊 

               (日本不動産鑑定協会 東京 各1冊 T/0･676/3007/90～93） 

東京都基準地案内図 平成7年～平成11年 年刊 

                    (東京都財務局 各1冊 T/0･676/3007/G94～G99） 

東京都基準地案内図 平成13年,平成14年 年刊 

                    (東京都財務局 各1冊 T/334.6/5020/ 2001,2002） 

住宅地地価分布図 首都圏 昭和54年1月現在～平成7年 年刊 

                       （東急不動産 各1冊 DT/92･67/8/88～95） 

住宅地地価分布図 首都圏 平成8～10年1月現在 年刊 

                   （東急不動産 各1冊 DT/365.3/5021/1996～1998） 

首都圏地価分布 昭和55年6月現在～昭和58年12月（合綴） 

     (ミサワホーム総合研究所編 MRD企画･製作 図8枚 1:330000 DT/92･67/12 製本） 

首都圏地価分布 昭和62年12月, 昭和63年12月 (MRD企画･製作 図1枚 DT/92･67/12） 

首都圏地価上昇率 昭和55年6月現在～昭和58年12月    

     (ミサワホーム総合研究所編 MRD企画･製作 図8枚 1:330000  DT/92･67/12 製本） 

首都圏地価分布図総覧 (1989 東急不動産編著 住宅新報社 1冊 DRT/92･67/3002） 

東京通勤圏地価マップ : 住宅地 (1986 三井不動産販売情報システム室  

                            図1枚 1:137500 DT/0･676/25） 

                   (刊年不明 東京市都市計画課 1冊 DT/25･67/2/G） 

等地価線図(区部)  昭和47年 (1973 東京都首都整備局 図1枚 1:30000 T/0･676/6/G） 

等地価線図(三多摩) 昭和47年 (1973 東京都首都整備局 図1枚 1:30000 DT/60･67/3/G） 

     

[15]遺跡・文化財地図 

（1）遺跡地図 

＜東京都全域＞ 

全国遺跡地図(東京都)-史跡・名勝・天然記念物および埋蔵文化財包蔵地所在地地図- 

                （1965 文化財保護委員会 図31枚 DT/0・200/59/65） 

全国遺跡地図 東京都 （1976 文化庁文化財保護部 図22枚 DT/0・200/59） 

東京都遺跡地図 （1974 東京都教育委員会 1冊 DT/0・200/38/G） 

 



113 

 

東京都遺跡地図 1 市町村部 2 特別区・島嶼 3 遺跡一覧 

                （1988 東京都教育委員会 3冊 T/0・200/38/G1～G3） 

東京都遺跡地図 1 遺跡分布図 2 遺跡・文献 

           (1996 東京都教育委員会 加除式 2冊 DT/0・200/38/G96-1～2） 

＜区市町村別＞ 

板橋区史 資料編 1 考古 [付図] 板橋区遺跡分布地図（1995 板橋区 T/44・20/3013/3-1） 

板橋区遺跡分布地図 ([2003] 板橋区 図1枚 1:15000 T/44・210/5013/2003) 

大田区遺跡地図 [平成元年], [平成7年7月現在], 平成10年10月現在 

        大田区教育委員会 各図1～3枚 1:10000～1:12000 T/52・20/29/ 製本） 

大田区遺跡地図 平成13年3月現在, 平成16年3月現在 

         (東京地図社 各図1枚 1:12000,1:25000 T/52・210/5010/2001,2004） 

大田区遺跡地図 平成21年3月現在 

         ([大田区教育委員会] 図1枚 1:12000,1:25000 T/52・210/5010/2009） 

大昔の大田区 [付図] 大田区遺跡分布地図（1997 大田区立郷土博物館 T/52・20/3017） 

新宿区遺跡分布地図 ([2004][2006] 新宿区教育委員会 図1枚 1:10000  

T/36・210/5046/2004,2006) 

世田谷区史料 第8集 [付図] 世田谷区遺跡地図 

                   （1975 世田谷区史編さん室 T/54・20/10/8） 

埋蔵文化財保護の手びき [付図] 世田谷区遺跡地図 

                    （1980 世田谷区教育委員会 T/54・20/27） 

台東区の遺跡地図（[2010], [2012], [2015] 台東区教育委員会 各図1枚 1:7400 

T/31・210/5024/2010, 2012, 2015) 

  練馬区の遺跡地図（2009 練馬区教育委員会 図1枚 1:15000 T/45・210/5015/2009） 

国分寺市史 上巻 [付図] 国分寺市遺跡分布地図 （1986 国分寺市 T/66・20/29/1） 

国分寺市遺跡地図（2016  [国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係] 図1枚 

1:14000 T/65・210/5024/2016） 

八王子市遺跡地図 （1989 八王子市教育委員会 DT/74・20/81） 

ふちゅう地下マップ－発掘！ここまでわかった武蔵国府－（2010 府中市文化スポーツ部 

                          図1枚 T/74・210/5056/2010） 

福生市史資料編 考古 [付図] 福生市遺跡分布図 （1988 福生市 T/77・20/3001/1） 

保谷市遺跡・文化財地図 暫定版 （ [19-- ] 保谷市 図１枚 DT/65・20/3007） 

武蔵村山市史 資料編 考古 [付図] 武蔵村山市遺跡地図 

          （2000 武蔵村山市 図1枚 1:20000 T/68・20/3009/2-1-1 袋入） 

 

（2）文化財地図 

板橋区文化財マップ（2005,2008,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 板橋区教育委員会 各図1枚 

T/44･709/5004/2005,2008,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017） 

かつしかの文化財散策地図 ([2003］ 葛飾区教育委員会 19p T/22・709/5002/2003) 

江東区文化財地図 （1989 江東区教育委員会 図1枚 DT/25・70/5 製本） 

こうとう文化財まっぷ (2005 江東区教育委員会 30p T/25・790/5001/2005) 
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品川区史跡めぐりマップ (2005 品川区教育委員会 図1枚 1:10000 T/51・290/5013/2005) 

渋谷区文化財実態調査報告書 [付図] 渋谷区文化財分布図 

                  (渋谷区教育委員会 図1枚 T/48・709/5001/1973) 

新宿区文化財地図 （1976 新宿区教育委員会 図1枚 DT/36・70/2 製本） 

新宿区史跡めぐり地図（[2007], 2011  新宿歴史博物館 各図1枚 1:10000  

T/36・709/5004/2007, 2011） 

杉並区史跡散歩地図（2008, 2010, 2011, 2012 杉並区教育委員会 各図1枚 1:12000 

T/47・290/5008/2008, 2010, 2011, 2012） 

すみだ文化財マップ (1998 墨田区教育委員会 図1枚 DT/24・70/3003) 

すみだの文化財マップ (2004, 2014 墨田区教育委員会 図1枚 T/24・709/5001/2004,2014) 

世田谷区歴史・文化財マップ（2007 世田谷区教育委員会 図1枚 1:17000 

T/54･709/5002/2007） 

台東区文化財地図（1998 台東区教育委員会 図1枚 T/31・70/3005/98） 

台東区文化財地図（1983, 2006, 2010 台東区教育委員会 各図1枚 

                         T/31・290/5023/1983, 2006,2010） 

台東区歴史と文化の地図（2009 台東区 図1枚 1:8500 T/31・709/5003/2009） 

千代田区文化財マップ（2003，2006 千代田区教育委員会 図1枚 T/34･709/5002/2003, 2006） 

中央区の文化財めぐり（1977,1995,1999 中央区教育委員会 図1枚  

T/33・70/2, 22・22A/3004/95A, T/33・709/5002/1999） 

中央区文化財めぐり (2004 中央区教育委員会 図1枚 T/33・290/5011/2004) 

豊島区史跡めぐり [裏面] 豊島区史跡めぐり地図 (2003 豊島区教育委員会 

                           図1枚 T/43・290/5003/2003) 

港区文化財のしおり[付図] ([2005] 港区教育委員会 図1枚 T/35・709/5003/2) 

目黒区文化財マップ（2010, 2015 目黒区教育委員会 図1枚 1:10000 T/53・709/5002/2010,2015) 

Tokyo cultural heritage map；Tama area （［2013］ Tokyo Metropolitan Government 

図1枚 SFT/59・291/6399/2013 小型折本） 

あきる野市文化財マップ（2009,2016 あきる野市教育委員会 図1枚 1:25000 

T/91・709/5004/2009,2016） 

あきしまの史跡めぐり （1996 昭島市教育委員会 図1枚 1:9000 61・21C/3001/96A） 

あきしまの史跡めぐり （2010 昭島市教育委員会 図1枚 1:10000 T/61・210/5008/2010） 

稲城市文化財地図 （2008 稲城市教育委員会 図1枚 1:10000 T/81・290/5004/2008） 

青梅を歩く－青梅市文化財地図－ 第2版 （2007 青梅市教育委員会 図1枚 

1:10000, 1:25000 T/93・709/5004/2007） 

西東京市文化財マップ (2004 西東京市教育委員会 図1枚 1:10000 T/69・709/5001/2004) 

ふちゅう文化財マップ（2007 府中市郷土の森博物館 図1枚 1:12800 T/74・709/5005/2007） 

ふるさとマップ東久留米の文化財 (2003 東久留米市教育委員会 図1枚 1:12000 

T/71・709/5002/2003) 

瑞穂町文化財地図（2001 瑞穂町教育委員会 図1枚 1:10500 T/99・22A/5001/2001A） 

武蔵野市文化財散策マップ (2004,2013,2014,2015 武蔵野市教育委員会 図1枚 1:12000 

                            T/77・709/5002/2004,2013,2014,2015) 
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[16]教育・住宅関係地図 

（1）学校配置図 

東京市立学校配置図 （昭和9 東京市 勝田書店(発売) 図1枚 

DT/0・373/6/G34, T/0・373/6/1934,D20/38C） 

東京市立学校配置図 （昭和13 東京市 図1枚 DT/0・373/6/G） 

東京男子女子中等学校地図 （[194--] 安田信託 図1枚 T/0・376/3112） 

東京男女中等学校地図 （[19--] 安田信託 図1枚 T/0・376/3163） 

東京都立高等学校配置図（[1969] 東京都教育委員会 図1枚 D0937/K995/T34 製本） 

東京都立高等学校配置図 昭和47年4月1日現在 （東京都教育庁 図1枚 DT/0・373/13/G） 

東京都立高等学校配置図 （[1973] [東京都教育庁] 図1枚 T/373.2/5048/1973） 

地図上で見る学校の移り変わり（[1979] [足立区教育委員会] 図21枚 DT/21・37/6） 

板橋区立小中学校通学区域図  

(板橋区教育委員会 図1枚 1:10000 T/44・372/5003/2005) 

板橋区立小中学校通学区域図 平成17年4月1日現在, 平成18年8月25日現在, 

平成20年4月1日現在, 平成23年4月1日現在, 

平成24年8月1日現在, 平成25年6月1日現在, 平成26年8月1日現在, 

平成26年8月1日現在（平成27年12月1日改訂） 

(板橋区教育委員会 各図1枚 1:12000 T/44・372/5003/2006,2008,2011,2012,2013,2014,2015) 

 

（2）子供の遊び場配置図 

東京都(23区)における子供の遊び場配置図 ([1970] 東京都建設局 図1枚 D0962/T7282/T） 

東京都(区部)における子供の遊び場適正配置図 （[1974] [東京都総務局] 図1枚 

                             1:30000 DT/0・620/9/G） 

東京都(三多摩地区)における子供の遊び場適正配置図 1971, 1973   

      （東京都総務局 各図1枚 1971 DT/60・62/1/G71, D0962/T727/T2-2  

                   1973 DT/60・62/1/G） 

 

（3）住宅配置図 

都営住宅分布図 ([1970] 公共施設地図航空 図1枚 1:60000 T/365.3/5061/1970) 

東京周辺公団住宅分布図一覧表 昭和48年版 (住宅共済会 図1枚 T/92・36/3/1973) 

町田市内住宅団地分布図 昭和49年12月現在 (町田市 図1枚 1:20000 T/85・518/5015/1974) 

東京都住宅供給公社住宅東京都営住宅団地分布図 (2003 東京都住宅供給公社 

                        1冊 1:10000 RT/365.3/5064/2003) 

 

[17]医療・警察関係地図 

（1）医療 

地域社会地図 昭和43年度 （東京都医師会 図20枚 DRT/0・490/5007/68） 

東京都保険薬局分布図 昭和50年度 （東京都薬剤師会 図33枚 DT/499.0/5006/1975） 

医療機関地図 東京都23区 （1988 東京地勢堂 図46p 1:12000 DT/0・490/409） 

保険薬局マップ 平成6年度 （東京都薬剤師会編集 東京都衛生局 1冊 
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                       DT/0・490/3130/G, DT/499.0/5004/1995） 

保険薬局マップ 23区版 平成6年度（東京都薬剤師会編集 東京都衛生局 1冊 

                                DT/0・490/3131/G） 

保険薬局マップ 多摩地区版 平成6年度（東京都薬剤師会編集 東京都衛生局 1冊 

                                 DT/60・49/3007/G） 

東京都医療マップ 2003年度版 (グレイゼ 1冊 T/498.1/5045/2003) 

ドクターマップシリーズ 東京都北部編 2008、東京都南部篇 2009、'09東京都三多摩編 

                （三星出版 3冊 T/498.1/5234/1-2008, 2-2009, 3-2009） 

HIV・性感染症に関する検査・相談のための保健所マップ 平成25年度版 

                     （2013 東京都福祉保健局 図1枚 T/498.6/5037/2013） 

 

（2）警察 

亀戸警察署管内全図（[昭和5] [出版社不明] 図1枚 T/25・290/5029/X） 

警視庁管下各警察署管轄總図（昭和24 世界研究社 図1枚 1:60000 T/317.7/5123/1949 

                                   ホルダー入） 

東京都警察管区別地図帳 -派出所・駐在所掲載- （1985 人文社 10・23E/5071/1985） 

東京都警察管区別地図帳 -派出所・駐在所掲載- （1986 人文社 DRT/0・290/75） 

 

[18]観光地図（レクリエーション地図）  ※ガイドブックの付図を除く 

東京方角一覧地図－名所絵入 一名名所独案内－（明治15 井上茂兵衛  

図1枚 T/290.0/5036/1882) ※鳥瞰図的な絵図 

名勝図解東京御絵図（明治19 児玉弥七 図１枚 T/290.3/5292/1886） 

名所絵入東京新図（明治23 井上勝五郎 図1枚 ST/290.3/5306/1890） 

博覧会場案内東京最新図 付:東京勧業博覧会実写図 (明治40 郁文舎 図1枚 

                              T/290.3/5114/1907) 

東京觀業博覽會略圖（明治40 東京府農會 図1枚 T/606.9/5092/1907） 

最新近県旅行地図 訂正7版 (明治41 博愛館 図1枚 T/290.3/5171/1908) 

平和記念東京博覽會案内図（大正11 精工堂 図1枚 T/606.9/5083/1922） 

平和記念東京博覽會々塲全景（大正11 天正堂画局 図1枚 T/606.9/5084/1922） 

平和記念東京博覽會ひとり案内（大正11 東京集画堂 図1枚 T/606.9/5096/1922） 

東京を中心の日がへり郊外地図 (昭和3 九段書房 図1枚 1:125000 T/290.3/5190/1928) 

大禮記念國産振興東京博覽會案内圖（昭和3 協賛会 図1枚 T/606.9/5091/1928） 

東京近県温泉案内図（昭和4 日本旅行協会 図1枚 1:500000 DT/92・29/3012） 

東京から日帰り名勝案内図（昭和4 日本旅行協会 図1枚 T/290.3/5336/1929） 

東京から日帰り一二泊旅行鳥瞰図 2版（昭和7 アトラス社  

図1枚 1:300000 T/290.3/5362/1932） 

最新大東京交通名所地図（昭和8 東京動産火災保険 図1枚 1:60000 DT/0・290/3045） 

大東京名所案内図 昭和8年10月1日現在（東京市設案内所 図1枚 T/290.3/5199/1933） 

東京中心日帰り一二泊遊覧大鳥瞰図（昭和8 丸ノ内出版社 図1枚 T/290.3/5406/1933） 

東京から日帰り一、二泊名勝地図（昭和9 東京日日新聞発行所 図1枚 T/0・290/3057） 
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東京観光図（昭和9 東京市設案内所 図1枚 T/290.3/5431/1934） 

大東京名所案内図 昭和11年3月1日現在（東京市設案内所 図1枚 T/290.3/5199/1936） 

大東京名所案内図 6版（昭和18 日本統制地図 図1枚 T/290.9/5194/1943） 

大東京ひとり案内 （昭和22 日本交通公社東京支社 図1枚 T/0・290/3140） 

東京都観光事業綜合計画書 (昭和26 東京都観光事業審議会 図5枚 T/689.0/5001/1951) 

東京周辺旅行案内地図 昭和30年版（昭和29 毎日新聞社 図1枚 T/290.3/5388/1954） 

都民レクリエーション資源地図 （1980 東京都総務局 1冊 DT/0・200/200/G） 

Guide map東京 （1983 東京都生活文化局 図1枚 1:150000 DT/0・200/3310/G） 

観光東京レクリエーションマップ（1985 東京都観光連盟 1：120000 /10/23Ｅ/Ｂ） 

景観資源マップ 1988（東京都生活文化局 図1枚 1:50000, 1:80000 DT/0・519/3016/G） 

東京観光案内（[2003?] 東京都産業労働局 図1枚 1：120000 T/290.9/5207/2003） 

東京ベイエリアマップ（2003 東京都港湾局 図1枚 T/25・290/5009/2003) 

浅草両国－Tokyo水辺まち歩きmap－（[2006] 東京都産業労働局観光部 図1枚 

1:7500-1:12000 T/31・290/5034/2006） 

芝浦天王洲－Tokyo水辺まち歩きmap－（[2006] 東京都産業労働局観光部 図1枚 

1:7500-1:16000 T/35・290/5018/2006） 

乗る＆歩く－東京編－ 2007年度版（ユニプラン 128p T/290.9/5056/2007) 

Tokyo waterfront walk map. Harumi/Toyosu （2007? Tokyo Metropolitan  

Government  図1枚 1:11000, 1:18000  FT/33・290/5042/2007） 

Tokyo waterfront walk map. Asakusa/Ryogoku （[2008] Tokyo Metropolitan  

Government  図1枚 1:7500, 1:12000  FT/31・290/5047/2008） 

Tokyo waterfront walk map. Shibaura/Tennozu （[2008] Tokyo Metropolitan  

Government  図1枚 1:7500, 1:12000  FT/35・290/5025/2008） 

Tokyo waterfront walk map. The upper Sumidagawa River:Oji, Ogu, Minowa,  

Kita Senju, Minami Senju （[2009] Tokyo Metropolitan Government   

図1枚 1:11000-1:23000  FT/290.9/5449/2009） 

Machi aruki map: by sightseeing route bus.  Marunouchi area, Nihonbashi area, 

 Akihabara area, Ueno area, Asakusa/Kappabashi area, Ryogoku area  

（[200?] Tokyo Metropolitan Government  図1枚 1:7000, 1:17500  FT/290.9/6100/X） 

東京ハンディマップ:ようこそ東京へ（[2003,2007,2009] 東京都産業労働局観光部 図1枚 

1:26000-1:200000 T/290.3/5484/2013） 

  도쿄 핸드맵: 도쿄 관광공식가이드:東京ハンディマップ:東京の観光公式ガイド 

（[2012,2013,2015]  Tokyo Convention & Visitors Bureau 図1枚 HT/290.9/502/2012,2013,2015） 

東京ハンディマップ:東京の観光公式ガイド（2013, 2015 東京観光財団 図1枚 

 1:26000-1:200000,1:30000-1:300000 T/290.3/5484/2013,2015） 

Tokyo big marathon festa 2011（[2011] Tokyo Metropolitan Government  

図1枚 1:25000  SFT/782.3/5026/2011） 

東京マラソン:みどころマップ（2010～2017 東京都産業労働局観光部 図1枚  

1:9000-1:25000 ST/782.3/5024/2010～2017） 

ウォークマップホントに歩く東海道（2015 風人社 図4枚 1:10000 T/290.3/5499/1） 
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  東京マラソンウィークランニングマップ（2015,2016,2017 [東京マラソン財団] 

図1枚 1:18000-1:50000 T/782.3/5033/2015,2016,2017） 

 

＜区部＞ 

荒川区都电荒川线沿线・日暮里・舍人线沿线街道游览图 

（2010 荒川区産業経済部観光振興課 図1枚 1:6200 CT/41・290/5001/2010） 

아라카와구 도덴 아라카와선 연선・닛포리・도네리 라이너 연선 거리 산책 안내도:荒川区 

都電荒川線沿線・日暮里・舎人ライナー沿線まちあるきマップ 

（2010 荒川区産業経済部観光振興課 図1枚 1:6200 HT/41・290/5001/2010） 

  ガイドマップあらかわ（2014,2016 荒川区総務企画部広報課 図1枚 1:8000 

      T/41・290/5008/2014,2016） 

  日暮里・谷中散策マップ（2009,2016 荒川区産業経済部観光振興課 図1枚 1:5000 

T/41・290/5015/2009,2016） 

北区観光ガイドマップ 赤羽・浮間エリア、王子駅周辺版 

（2004 北区地域振興部産業振興課 各図1枚 1:9000, 1:8000 T/42・290/5008/1,2） 

江東区観光イラストマップ（2004 江東区 図1枚 T/25・290/5003/2004） 

Koto City:handy map （2008  Koto City Office  図1枚 FT/25・290/5019/2008） 

品川区ガイドマップ（2005,2008～2017 [品川区企画部広報広聴課] 図1枚 1:10000  

T/51・290/5014/2005,2008～2017） 

Sightseeing map, Shinjuku Takadanobaba Okubo（[2009] Shinjuku-ku, 図1枚 

1:10500 FT/36・290/5036/2009） 

Shinjuku walking map: ten different ways to enjoy Shinjuku（2009 Shinjuku City Office 

      図1枚 1:10000 FT/36・290/5035/2009） 

  Sightseeing map the town you feel I like walking Shinjuku（2010 Shinjuku-ku,  

図1枚 1:9000 FT/36・290/5053/2010） 

    The town you like walking Shinjuku（2010 [Shinjuku-ku] 図1枚 1:11000  

FT/36・290/5054/2010） 

歩きたくなるまち新宿:観光マップ:四谷（2008,2011 新宿区 図1枚 1:9200  

T/36･290/5037/1,1-2010） 

歩きたくなるまち新宿:観光マップ:牛込（2009,2010 新宿区 図1枚 1:8000 

T/36･290/5037/2,2-2010） 

歩きたくなるまち新宿:観光マップ:観光スポット･イベント（2008,2010 新宿区 各図1枚 

               1:9600,1:11000 T/36･290/5037/3,3-2010） 

歩きたくなるまち新宿:観光マップ:高田馬場･大久保（2009,2010 新宿区 図1枚 1:10500 

T/36･290/5037/4,4-2010） 

歩きたくなるまち新宿:観光マップ: 落合（2008,2010 新宿区 図1枚 1:9000 

T/36･290/5037/5,5-2010） 

  新宿まち歩きマップ（2009 新宿区地域文化部文化観光国際課 図1枚 [約1:10000]  

T/36・290/5034/2009） 
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令人想游的街道 [新宿]（2010 [新宿区] 地域文化部文化观光国际课  

図1枚 CT/36・290/501/2010） 

令人想游的街道 牛込（2010 [新宿区] 地域文化部文化观光国际课  

図1枚 CT/36･290/502/2010） 

令人想游的街道 高田马场・大久保（2010 [新宿区] 地域文化部文化观光国际课      

図1枚 CT/36･290/503/2010） 

令人想游的街道 四谷（2010 [新宿区] 地域文化部文化观光国际课           

図1枚 CT/36･290/504/2010） 

令人想游的街道 落合（2010 [新宿区] 地域文化部文化观光国际课 

             図1枚 CT/36･290/505/2010） 

杉並区史跡散歩地図 2008,2010,2011,2012（杉並区教育委員会 各図 1 枚 1:12000 

             T/47・290/5008/2008,2010,2011,2012） 

  浅草公園及附近観世音由来吉原遊郭一覧 （大正 10 共榮堂  

図 1 枚 T/31･290/5053/1921） 

    ※浅草公園付近の飲食店、映画館、劇場等を詳しく表示した地図。 

    Tokyo North Asakusa（2009 North Asakusa Community Guide Map Task Force  

図１枚 FT/31･290/5046/2009） 

  四季折々:寺院･名所旧跡散策マップ 3 版,4 版（[2010,2012] アレックス  

図 1 枚 T/31･290/5050/2010,2012） 

台東区ウォーキングマップ 4-13 版（2005,2007-2016 台東区保健サービス課 

38p T/31・290/5026/2005,2007-2016） 

粋活中央区観光ガイドマップ 平成 13 年度,[平成 16 年度,平成 21 年度,平成 22 年度,平成 25 年度]  

（中央区観光協会 各図 1 枚 T/33・290/5007/2001,2004, 2009,2010,2013) 

Chuo city map of firsts（2010 Tokyo Chuo City Tourism Association  

図 1 枚 FT/33・290/5052/2010） 

千代田区観光ガイドマップ（[1984] 千代田区観光協会 図 1 枚 1:7100 T/34・20/24） 

観光千代田マップ&ガイド（[2001], 2004 千代田区観光協会 各図1枚 1:10500 

                              T/34・290/5014/2001, 2004） 

Tokyo Toshima go! go map（2004 Toshima Tourist Association  

38p FT/43･290/5009/2004） 

文京区ガイドマップ（2000,2014,2016 文京区企画部広報課 図1枚 1:8500 

                                                      T/32・290/5016/2000,2014,2016） 

文の京観光ガイドまっぷ（2016 文京区観光協会 図1枚 [約1:9000] T/32・290/5019/2016） 

港区観光マップ（2003 港区観光協会 図1枚 1:12000 T/35・290/5002/2003） 

港区观光地图（2010,[2014] 港区产业振兴科 図1枚 1:12500 CT/35・290/5001/2010,2014） 

미나토구 관광지도: 港区観光マップ（2010,[2014] 미나토구 산업진흥과  

図1枚 1:12500 HT/35・290/5001/2010,2014） 

  Minato City map（[2010],[2014],2016 Minato City Hall,Minato City Planning management  

Department Office of the Mayor Public Relations Subsection 図1枚 1:8000 

                           FT/35・290/5033/2010,2014,2016） 

   

＜三多摩＞ 

奥多摩山溪・秋川溪谷ハイキング地図（昭和16 武相観光社 図1枚 1:44000 DT/75・29/5001） 
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高尾景園相模湖津久井渓谷観光地図（昭和23 観光之日本社 図1枚 1:50000  

T/83・290/5036/1948） 

国定公園明治の森高尾山陣馬高原相模湖・秩父多摩国立公園奥多摩絵図 

                      （1982 聖岳社 図1枚 T/92・20/47 製本） 

秩父・多摩国立公園秩父・奥武蔵・絵図 （1984 聖岳社 図1枚 T/92・29/8） 

多摩ニュータウン西部地域ガイドマップ（[199-] 東京都 図1枚 1:10000                         

T/80・290/5002/X） 

西多摩地域広域推奨観光ルートマップ ([2003] 西多摩地域広域行政圏協議会 

                              図1枚 T/90・290/5002/2003) 

奥多摩自然情報地図；秩父多摩甲斐国立公園（2005 東京都公園協会  

図1枚 1:50000  T/90･290/5008/2005） 

奥多摩東部登山詳細図；御岳山・大岳山・御前山・浅間嶺全58コース 

（2011 吉備人出版 図1枚 1:15000 T/59・290/5066/2011） 

奥多摩東部登山詳細図；御岳山・大岳山 御前山・浅間嶺:全88コース 改訂2版 

（2013 吉備人出版 図1枚 1:15000 T/59・290/5066/2013） 

高尾山・景信山 陣馬山登山詳細図:全82コース 改訂2版（2013 吉備人出版 

図1枚 1:12500 T/83・290/5041/2013） 

  奥多摩登山詳細図（西編）雲取山・三頭山・御前山・鷹ノ巣山全112コース（2014 吉備人出版 

図1枚 1:16500  T/59・290/5077/2014） 

  奥多摩登山詳細図（東編）大岳山・御岳山・川苔山・棒ノ嶺全130コース（2016 吉備人出版 

図1枚 1:16500  T/59・290/5087/2016） 

  高尾・陣馬（2016 昭文社 図1枚 1:50000 T/83・290/5051/2016） 

巨樹と清流のまちおくたま（[2008],2009 奥多摩町 1枚 T/94・290/5006/2008,2009） 

清瀬市ガイドマップ 第2版（2012 清瀬市 図1枚 1:11500 T/62・291/5001/2012） 

小金井てくてくマップ 平成26年8月版（2014 小金井市市民部経済課 図1枚 T/64・290/5010/2014） 

小金井まちなか歩きガイドブック 改訂（2014 小金井市市民部経済課 図1枚 

 T/64・290/5011/2014） 

ぶらぶらマップ:はけの散歩道（2013 国分寺モリタテ会 各図1枚 T/65・290/5014/2013,2013-2） 

  ぶらぶらマップ:武蔵野不思議空間散歩（2015 国分寺モリタテ会 図1枚 T/65・290/5014/2015） 

  ぶらぶらマップ:府中～国分寺歴史散歩  改定版（2016 国分寺モリタテ会 図1枚 

T/65・290/5014/2016） 

Maps and guide for touring Tachikawa（2007 Tachikawa Bureau of Tourism 

図1枚 1:16000 FT/68･290/5011/2007） 

多摩市観光マップ（2010 多摩市経済観光課 図1枚 1:14500 T/82・290/5006/2010） 

  調布市観光マップ:「ゲゲゲの女房」の舞台（2010 調布市観光協会 T/70・290/5016/2010） 

하치오지 가이드맵:八王子ガイドマップ（2005 하치오지 시청  

図1枚 1:12000-1:30000  HT/83･290/5001/2005） 

  Ongata area: Hachioji sightseeing map（2006 Tourism Section, Industry Promotion  

Division, Hachioji City Office  図1枚 1:20000 FT/83･290/5023/2006） 

    Complete guide to Hachioji（[2008] Hachioji Tourism Association  
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図1枚 1:50000, 15000 FT/83･290/5024/2008） 

  八王子指南地图:Hachioji gaide map（2008 八王子市役所  

図1枚 1:12000, 30000 CT/83・290/5001/2008） 

  まち歩き東村山（2009 東村山商工会 図1枚 T/72・290/5010/2009） 

むさしの観光マップ 2009,2010（武蔵野商工会議所 図1枚 T/77・290/5010/2009,2010） 

＜島しょ＞ 

大島・八丈島・三宅島ほか伊豆七島 最新観光地図 5版（1961 日本交通公社 図1枚 1:50000 

T/10・290/5013/1961） 

伊豆七島・小笠原諸島－観光地図（1979 日地出版 図1枚 1:50000 11/23E） 

父島ガイドマップ（2007 小笠原村観光協会 1枚 T/19・290/5012/2007） 

東京都小笠原父島ガイドマップ ( [2010],[2012] 小笠原村観光協会 各図1枚  

T/19・290/5027/2010,2012） 

東京都小笠原村父島ガイドマップ （[2015]小笠原村観光協会 図1枚  

T/19・290/5027/2015） 

東京都小笠原母島ガイドマップ 2008,[2009]（小笠原母島観光協会 各図1枚  

T/19・290/5013/2008,2009） 

  東京都小笠原村母島ガイドマップ（[2015] 小笠原母島観光協会 図1枚 T/19・290/5013/2015） 

 

  [19]交通・道路地図  ※特に記載のないものは地図帳 

(1) 交通一般・鉄道 

東亰市地図電車線案内（[刊年不明] 勧工場京橋商品館 図1枚 T/686.2/5115/X） 

各種新設鉄道市街線入東京全図 (明治37 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 

                                 T/290.3/5223/1904) 

市街線入東京全図（明治39 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5233/1906） 

東京各電車線路案内 一名、東京全図（明治39 嵯峨野平左衛門 図1枚 1:25000 

T/686.2/5063/1906） 

改正東京案内図 (明治40 益世館 図1枚 T/290.3/5173/1907) 

懐中必携東京市街電車明細案内 (明治40 軍光社 図1枚 T/290.3/5200/1907) 

市街線入東京全図（明治41 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5413/1908） 

東亰大正博覽會全圖（裏面:東京電車案内図）（大正3 湯川勇吉 図1枚 T/606.9/5074/1914） 

東京市及郊外交通地図:明治神宮参拝案内（[大正7?] 東京朝日新聞発売所 

図1枚 T/290.3/5271/1918） 

東京市内道路蒸気鉄道電気鉄道及高速鉄道計画図（[192-] [出版者不明] 図1枚 1:20000 

                                   20･68/5024/X） 

東京市電車案内 第8号 電車運転系統図（[192-] 東京市電気局 図1枚 T/686.2/5065/X） 

東京市電車運転系統図 読売新聞大正9年1月1日第15356号付録 (大正9  読売新聞社 図1枚 

                                 T/686.2/5055/1920) 

実測武相交通地図 東京日日新聞第15959号附録 (大正10 東京日日新聞 図1枚 

                         1:50000,1:250000 T/290.3/5086/1921) 

東京及附近電車案内図（[192-?] 三越呉服店 図1枚 T/686.2/5121/X） 
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東京電車案内図 昭和3年版 (便覧社 図1枚 T/686.2/5031/1928) 

最新交通指導地図豊多摩郡中野町 (昭和3 鉄道講習会 図1枚 1:12000 T/46・290/5002/1928) 

荏原郡松澤村:最新交通指導地図(昭和3 鉄道講習会 図1枚 1:10000 T/54・290/5009/1928) 

最新大東京交通地図（昭和3 報知新聞社 図1枚 1:20000 

「報知新聞」第18301号附録 T/290.3/5250/1928） 

  大東京區域交通状況一覽図（昭和3 内山模型製圖社出版部 図1枚 1:70000 T/686.2/5194/1928） 

最新版東京電車行先案内図 (昭和5 日本要覧社 図1枚 T/686.2/5038/1930) 

大東京区域交通状況一覧図（[193-?] [出版者不明] 図1枚 [1:90000] T/686.2/5101/X） 

大東京交通機関網図 (昭和7 東京市電気局 図1枚 1:50000 T/686.2/5034/1932) 

東京市交通図 ([193-?] 第一銀行 図1枚 ST/686.2/5052/X) 

[東京市内電気鉄道施設位置図]（[193-?] [出版者不明] 図1枚 DT/546.0/5001/X） 

大東京交通案内 昭和8年版（昭和8  日本工人倶楽部 図1枚 T/682.1/5014/1933） 

最新大東京交通名所地図 (昭和8 東京動産火災保険 図1枚 1:60000 DT/0・290/3045) 

大東京名勝交通地図（昭和8 大東京完成地図刊行会 図1枚 1:50000 T/290.3/5065/1933） 

自東京驛至各電車沿道時間及地価比較図（[193-] [大東京鐡道] 図1枚 T/686.2/5132/X） 

大東京亰北線及他社線都心交通時間比較図（[193-] 京北都市 図1枚 T/686.2/5133/X） 

東京と近郊交通案内図（[193-] 東京開成館 図1枚 T/682.1/5037/X） 

東京市交通機関網図 昭和11年10月現在（昭和11  東京市監査局都市計画課[編] 遠藤市次  

図1枚 1:50000 T/682.1/5013/1936） 

  市営電車バス停留場一覧図（[昭和11] 東京市電気局 図1枚 ST/682.1/5026/1936） 

大東京電車案内（昭和14 文彰堂 図2枚 ST/0･686/3078） 

                [収録図：大東京中央部東京電車案内図、大東京交通地図] 

大東京交通案内 ([昭和14] 龍王堂 図2枚 ST/686.2/5033/1939) 

大東京電車バス交通案内圖:三十五區便覧（昭和15 文彰堂 図1枚 T/682.1/5036/1940） 

東京電車案内 (昭和16 日本統制地図 図1枚 T/686.2/5023/1941) 

大東京交通地図 再版(昭和17 日本統制地図 図1枚 1:80000 T/290.3/5122/1942) 

電車案内図 昭和17年3月1日現在 (昭和17  国防交通協会 図1枚 T/686.9/5015/1942) 

大東京電車案内（昭和24 日本旅行社 図2枚 1:62500  T/682.1/5027/1949） 
電車案内図 昭和25年5月1日現在 ([東京都交通局] 図1枚 T/686.9/5007/1950) 

大東京電車案内（昭和26 日本地図 図1枚 ST/682.1/5022/1951） 

電車案内（昭和27 日本交通旅行案内社 図1枚 T/686.2/5192/1952） 
東武電車線路案内図（[196-?] 東武旅行会 図1枚 T/290.9/5859/X） 

地下鉄路線図（昭和48 東京都交通局 図1枚 約1:23810 T/686.2/5066/1973） 

東京横浜路線図－ミウラ折り－ 2001年3月現在（オルパ 図1枚 ST/290.3/5037/2001） 

廃線都電路線案内図（2007 人文社 図1枚 1：30000 T/686.9/5025/2007 ホルダー入) 

日暮里・舎人ライナー都電荒川線沿線歩く地図帳 ‘08～’09 （2008  東京都交通局  

                             図1枚 T/290.9/5379/2009) 

東京鉄道史図集:環6･荒川内（2009 政治都市政策研究会 図18枚 T/686.2/5092/2009） 

えきちず東京:駅周辺･交通便利ガイド 2版,4版（2012,2014 マイナビ 1冊 

 SRT/290.3/5399/2012,2014） 
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東京都交通局100年史（2012 東京都交通局 図1枚 DT/681.8/5051/2012-2） 

ピンチ!マップ東京‐電車で、駅で困った!!のお手伝い‐ （2013 マイナビ 1冊 1：8000      

     T/290.3/5474/2013) ※駅のトイレ情報、駅構内の施設情報を掲載 

※江戸東京めぐり-江戸電車路線図-（2003 人文社 図1枚 T/290.3/5053/2003 ホルダー入） 

※昭和東京めぐり－昭和四年（1929）東京電車路線図－（2008 人文社 図1枚 1:13000 

T/290.3/5308/2008 ホルダー入） 

  ［「帝都復興東京市全図」(東京市復興局 昭和4年刊)に現代の電車路線図を重ねたもの］ 

 

(2) 道路地図 

東京都西多摩郡南多摩郡北多摩郡国道府県道路線図（[194-?] [出版者不明]  

図1枚 1:75000 T/59･685/5002/X） 

    ※立川ベース、横田ベース、ジョンソン・ベースの手書き書き入れあり 

東京都通称道路名設定道路図（昭和37 東京都観光部 図1枚 1:30000 T/685.7/5010/1962） 

東京都通称道路名地図（昭和39 東京都オリンピック準備局観光部 図1枚 

                               R0968/T7289/T 製本） 

東京都内交通規制図（[昭和39] 警視庁監修 国土地理協会 1冊 DT/681.1/5011/1964） 

ミリオン東京都区分道路地図帖 昭和40, 昭和43（東京地図出版 各1冊  

10・23E/3018/65A,68A） 

道路地図帖 コンパニオン 44年版 関東編 （1969 和楽路屋 1冊 02/23E/2-69A） 

首都圏域道路関係図（1976 宅地開発公団 1冊 DT/92·51/3010） 

東京都内交通規制図 昭和47年, 昭和54年現在 （国土地理協会 各1冊  

10・23E/5017/1972, 1979） 

東京都内交通規制図 昭和52年, 昭和59年現在（国土地理協会 各1冊  

DT/0・290/50, DT/0・290/50/84） 

東京都道路認定路線図 昭和54年現在（東京都建設局 図1枚 1:50000  

                             DT/0·514/3005/G79 製本） 

グランプリ東京道路地図-交通規制図- 1980, 1986 

（昭文社 各1冊 RT/0・290/48, RT/0・290/48/86） 

東京都―ハイパワーマップ県別道路地図（1981 日地出版 図1枚 1:96000  

10･23E/5060/1981） 

都内交通案内地図 昭和58年版（東京タクシー近代化センター T/0・290/30） 

首都高速道路網図・区分地図（1984 首都高速道路公団 T/92・29/3005） 

東京都通称道路名設定委員会報告書（1984 東京都 T/0・514/16/G） 

東京都通称道路名地図（1984  東京都建設局 図1枚 1:50000  DT/0・514/16/G2） 

首都100km圏道路地図帖（1985 東京地図出版 88p  RT/92·29/7）     

東京道路情報地図 ワイド版（1985 国際地学協会 1冊  T/0・290/69） 

首都圏詳細道路地図帖 1985, [1989]（東京地図出版 各1冊 1:100000 

                           RT/92・29/6, RT/92・29/6/89） 

東京都区分道路地図帖 1985, 1986（東京地図出版 各1冊 RT/0・290/65,RT/0・290/65/86） 

東京西側車で走れる道路の道案内地図（1986 ST企画 T/0・290/76） 
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東京10000市街道路地図帖（1987 東京地図出版 T/0・290/3006） 

The 早道マップ(改)-都内・首都圏・近県-（1987 徳間書店 T/92・29/9） 

グランプリ渋滞·ぬけみち道路地図 東京·関東（1988 昭文社 T/92・29/3004） 

The 近県早道マップ-都下・神奈川・埼玉・千葉・茨城50km圏- 

                         （1988 徳間書店 T/92・29/3001） 

JAF Map 東京-繁華街情報地図-  [1988年版], 1993年版 （JAF出版社 各1冊 

T/0・290/3012, T/0・290/3012/93） 

チャンピオンロード&シテｲ 16 東京都（1989 武揚堂 RT/0·290/3007） 

Myroad首都圏・東京23区 ロードマップ（1989 国際地学協会 1:100000ほか 

                                RT/92・29/3002） 

東京500km圏ロードマップ（1989 JAF出版社 RT/92・29/3003） 

東京湾ウォーターフロント 計画と構想 広域道路地図（1989 人文社 

                         図1枚 1:50000 T/10・29/3001） 

交通規制東京区分道路（1990 日地出版 RT/0・290/3009） 

Citying東京道路情報地図-東京23区・多摩全市・隣接主要市街図- 

                     （1991 国際地学協会 RT/0・290/5039） 

首都高速便利ガイド 3版（1992 昭文社 1:10000,1：60000 20･23E/5066/1992） 

全東京10000市街道路地図帖（1993 東京地図出版 T/0・290/3006/93） 

都内交通案内地図 最新版（1995 東京タクシー近代化センター RT/0・290/30/95） 

東京・周辺ロードマップ（[1995] 東京都駐車場公社 RT/0・290/3047） 

ズーム東京首都圏ロードサービス地図（1996 JAF出版 RT/92・29/3008） 

ニューワイド JAF map 東京（1998 JAF出版社 1:10000 RT/92・29/3011） 

ニューワイド東京50km圏ロードサービス地図（1998 JAF出版社 1:30000 RT/92・29/3009） 

東京都広域道路地図 （1999 人文社 1:27000 T/92・29/3006） 

東京交通案内地図 （2000 東京タクシー近代化センター監修 武揚堂 RT/0・290/5023） 

東京都多摩道路地図 （2000 昭文社 RT/60・29/5002） 

全東京10000市街道路地図帖 （2001 東京地図出版 RT/290.3/5324/2001） 

JAF マップ東京全図 （2002 JAF出版社 RT/290.3/5012/2002） 

首都圏道路地図 （2002 首都高速サービス推進協会企画制作 大化社製作 

                               RT/290.3/5056/2002） 

東京交通案内地図 平成14年,平成15年 (東京タクシーセンター監修 武揚堂 

                             RT/290.3/5039/2002､2003) 

全東京－駅周辺図・都心(東京)・関東甲信越－（2002  武揚堂 1:4000-1:200000  

RT/0・290/3056/2002） 

全東京－駅周辺図・都心(東京)・関東甲信越－（2003  武揚堂 1:4000-1:200000 

                                RT/290.3/5040/2003） 

首都圏広域道路地図 第4版 (2003 首都高速サービス推進協会 図1枚 

                       1:100000,1:345000 T/685.7/5006/2003) 

首都圏－駅周辺図・都心(東京)中心(横浜・さいたま・千葉)・関東甲信越－ 

                （2003 武揚堂 1:4000-1:200000 RT/290.3/5042/2003） 
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東京都広域・詳細道路地図 3版 (2004,2007 昭文社  

1:10000-1:250000 RT/290.3/5100/2001,2007) 

東京都広域・詳細道路地図 4版 (2008 昭文社 1:10000-1:250000 RT/290.3/5303/2008) 

みやすい東京23区交通ガイド (2004 塔文社 T/685.7/5009/2004) 

ライトマップル東京都道路地図 (2004 昭文社 1:30000ほか RT/290.3/5093/2004) 

JAFルートマップ東京全図 (2004 JAF出版社 1:10000ほか RT/290.3/5070/2004) 

首都高速便利ガイド 3版（2006 昭文社 1:10000,1:60000 RT/290.3/5263/2006） 

東京通り名マップ（2006 昭文社 図1枚 1:65000,1:25000 T/290.3/5243/2006） 

東京詳細道路地図 (2005,2007 昭文社 1:3000－1:120000 RT/290.3/5221/2005,2007) 

ツーリングマップル 関東甲信越 (2007 昭文社 1:50000－1:140000 T/290.3/5281/2007) 

JAFルートマップ東京（2007 ジエ・エー・エフ出版社  

1:10000-1:100000 RT/290.3/5070/2007） 

シティサイクリングマップル東京（2007 昭文社 1:12500, 1:25000 ST/290.3/5279/2007） 

全東京10000－市街道路地図－（2008 東京地図出版 1:10000ほか RT/290.3/5302/2008） 

東京都道路路線図 平成21年4月現在（2008 東京都 図1枚 1:50000  T/290.3/5332/2008） 

東京都道路地図 4版 (2008 昭文社 1:25000,1:50000 RT/290.3/5303/2008) 

でっか字関東道路地図（2010 昭文社 1:50000ほか T/290.3/5353/2010） 

東京道路案内図（2010 昭文社 444p RT/290.3/5345/2010） 

ライトマップル東京都道路地図 

          2版（2011 昭文社 1:3500,1:10000 RT/290.3/5093/2011） 

東京都道路地図 4版 (2012  昭文社 1:25000,1:50000 RT/290.3/5303/2012) 

でっか字関東道路地図（2012 昭文社 1:50000ほか T/290.3/5353/2012） 

詳細首都圏道路地図 4版（2012 昭文社 RT/291.3/6355/2012） 

Metropolitan expressway map 2013（2013  Metropolitan Expressway Company 

               図1枚 1:87000,1:38000,1:34800 FT/685.7/5018/2013） 

東京10,000市街道路地図 2版（2013 マイナビ 1:10000 RT/290.3/5411/2013） 

首都高速便利ガイド 3版（2013 昭文社 1:10000,1:60000 RT/290.3/5263/2013） 

首都圏市街道路地図 2版（2014 マイナビ 1:8000ほか RT/290.3/5443/2014） 

東京多摩市街道路地図 2版（2013 マイナビ 1:10000 RT/59･290/5069/2013） 

多摩市街道路地図 2版（2014 マイナビ 1:8000 RT/59･290/5047/2014） 

東京都通称道路名地図（2014 東京都建設局道路管理部路政課 図1枚 1:50000-1:200000 

T/290.3/5456/2014） 

首都圏高速道路案内図（2015 昭文社 1:160000 T/290.3/5470/2015） 

ライトマップル東京都道路地図 2版,3版（2004,2011,2016 昭文社 1:30000ほか 

                                                        RT/290.3/5093/2004,2011,2016） 

東京都道路地図 5版 (2016  昭文社 1:30000ほか RT/290.3/5303/2016) 

詳細首都圏道路地図 4版,6版（2012,2017 昭文社 RT/290.3/5428/2012,2017） 

 

  ＜神奈川県＞ 

  神奈川県道路地図－D・Xグランプリエアリアマップ県別道路地図 
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                     (1981 昭文社 1:100000 03/23E） 

神奈川県－県別道路地図 14（1991 昭文社 1：120000 03/23Ｅ/Ａ） 

横浜・川崎道路地図：交通規制－グランプリ（1990 昭文社 03/23Ｅ/Ａ） 

神奈川県道路・都市情報地図－ニューエストＡ4（1990 昭文社 03/23Ｅ/Ａ） 

渋滞ぬけみち神奈川県道路地図 第13版（1991 昭文社 03/23Ｅ/Ａ） 

 

(3) 駐車場マップ 

すぐわかる東京都23区駐車場ガイドマップ（1978 Bセンター T/0・685/34） 

JAF Map 東京－駐車場マップ－ （1987 JAF出版社 T/0・685/3008 ） 

JAF Map 東京－繁華街情報地図－ （1988 JAF出版社 T/0・290/3012 ） 

  ※奥付の副書名：駐車場マップ 

JAF Map 東京 -繁華街情報地図- 1993年版 (JAF出版社 T/0・290/3012/93 ） 

東京駐車場マップ 2000年版 （東京都駐車場公社監修 国際地学協会 RT/0・685/5002/2000） 

東京駐車場マップ 2003年版 (東京都駐車場公社 図64枚 T/685.4/5005/2003) 

東京都心バイク駐車場マップ（2007 昭文社 図1枚 1:25000 ST/685.4/5016/2007） 

都内オートバイ駐車場map（2016 東京都道路整備保全公社 185p T/685.4/5027/2016） 

 

(4) バス路線図 

大東京乗合自動車路線図（昭和7 東京乗合自動車業組合 図1枚 T/685.5/5032/1932） 

市バス系統案内図 昭和11年7月（東京市設案内所 図1枚 ST/685.5/5046/1936） 

東京都・バス関連路線図－全交通機関掲載－ 昭和43年8月1日現在（図研社 図1枚  

T/685.5/5030/1968） 

都営バス系統案内図（東京都交通局 図1枚 T/0・685/3025/1972-1973,1975-1981,1983-1984） 

昭和47年12月1日現在, 昭和48年9月1日現在, 昭和50年10月1日現在 

昭和51年7月1日現在, 昭和52年7月1日現在, 昭和53年12月21日現在 

昭和54年12月21日現在, 昭和55年12月1日現在, 昭和56年6月1日現在 

昭和58年2月1日現在,昭和59年10月1日現在 

都営バス系統案内図 昭和59年1月1日現在（東京都交通局 図1枚 T/685.5/5019/1984） 

都バス路線案内’89’, 91, ’97 (東京都交通局 各図1枚 1:30000  

T/685.5/5020/1989,1991,1997) 

都バス路線案内’91, ’97 (東京都交通局 図1枚 1:30000-1:91000 T/685.5/5020/1991,1997) 

都バス路線案内’98 (東京都交通局 図1枚 10・23E/5007/1998B ) 

都バス路線案内 －みんくるガイド－ （東京都交通局 各図１枚 1:38000,1:35000  

T/685.5/5020/2001～2004,2006～2010,2015,2016） 

2001年1月版, 2001年8月版, 2002年4月版, 2003年4月版, 2003年11月版 

2004年4月版, 2006年4月版, 2007年4月版, 2008年4月版, 2009年4月版 

2010年4月版, 2015年10月版, 2016年4月版 

どこでも楽らくバスガイド－東京23区・多摩エリア－ (2001 人文社 RT/0・685/5010） 

東京全域バスガイド (2005 人文社 T/685.5/5024/2005) 

 



127 

 

東村山市コミュニティバス－グリーンバス路線図・時刻表－（[2007] 東村山市  

T/72･685/5001/2007） 

  Toei bus route guide（2001,2005,2009 東京都交通局 1:38000 FT/685.5/5023/2001,2005,2009） 

北多摩コミュニティバスマップ（2010 ゼンリン立川支店  

図1枚 1:17500 T/60･685/5001/2010） 

東京23区バスガイド（2011 塔文社 T/685.5/5060/2011） 

東京23区バス路線図 改訂版（2012 人文社 図1枚 T/685.5/5065/2012） 

 

［20］その他の主題図 

東京演芸地図 大正6年2月調査 (玄文社 図1枚 [約1:20000] T/772.1/5004/1917) 

東京逓信局管内郵便線路図 大正15年12月1日現在 ([東京逓信局] 図1枚 T/693.2/5001/1926) 

東京文化地図 (昭和38 東京出版販売 図1枚 T/290.3/5229/1963) 

オリンピック地図‐Tokyo 1964‐（昭和39［出版社不明］図1枚 英文併記 DT/780.6/5093/X） 

The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964 （Organizing Committee for 

              the Games of the XVII Olympiad 図1枚 DF0978/O53/O2-3） 

東京都民俗地図 （1980 東京都教育庁 1冊 DT/0・380/41/G） 

東京都言語地図 （1986 東京都教育委員会 1冊 T/0・800/14/G） 

建築グルメマップ 1 東京編（2001 宮本和義編著 エクスナレッジ ST/0・520/5028）  

落合文士村地図 ([200-] 東京都近代文学博物館 図1枚 DT/36・910/5001/X) 

東京の文士村 2 馬込 ([200-] 東京都近代文学博物館 図1枚 DT/52・910/5001/X) 

東京アートガイド&マップ (2003 美術出版社 T/706.9/5008/2003) 

建築MAP東京 改訂版 (2003 TOTO出版 1冊 T/523.1/5008/2003) 

建築MAP東京 2 (2003 TOTO出版 1冊 T/523.1/5008/2) 

港区美術館マップ (2009 港区産業・地域振興支援部 図1枚 1:13000 T/35・706/5001/2009) 

あらかわ職人マップ (2010 荒川区教育委員会 図1枚 1:8000 T/41・384/5002/2010) 

あらかわ職人マップ (2015 荒川区 図1枚 T/41・384/5002/2015) 

東京喫煙所マップ (2010 PHP研究所 95ｐ T/383.8/5036/2010) 

 

[21]航空写真地図 

＜東京都全域＞ 

大東京鳥瞰写真地図 昭和8年東京空中写真地図 飛行機撮影一万分之一縮写 

（博文館刊の複製 日本地図センター 図56枚 CD-ROM1枚 DRT/290.3/5105/2004,2004-2） 

東京都市街化及調整区域図集 併航空写真集成図（1971 人文社 図43枚 DRT/0・290/2） 

航空写真地図空から見た東京 （1979 日本交通公社出版事業局 T/0・290/27） 

垂直航空写真でみる首都東京 （1981 メイト企画出版事業部 DT/0・290/57） 

東京・四半世紀の変貌 （1983 六興出版 T/0・200/239） 

 

＜23区全域＞ 

東京航空写真地図 1～3 （1953 創元社 DR0920/S966/T1-1～3） 

    1  中央、台東、墨田、江東、江戸川、葛飾、荒川、足立 
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    2  千代田、文京、豊島、新宿、中野、杉並、練馬、板橋、北 

    3  港、品川、大田、目黒、渋谷、世田谷 

空の散歩シリーズ日本 1 東京 (1970 ノーベル書房 1冊 DT/0・200/133) 

空から見た東京23区 （1983 日本交通公社出版事業局 T/0・290/27/2) 

フォトラス・マイタウンシリーズTokyo 1～24 

      （1987-1988 東京地勢堂 各冊図2枚 RT/0・290/3022/1～24 箱入） 

    1.千代田区(1987 1:7000)     13.渋谷区(1987 1:7000) 

    2.中央区(1987 1:7000)      14.中野区(1988 1:7000) 

    3.港区 (1987 1:8000)      15.杉並区(1988 1:10000) 

    4.新宿区(1987 1:8000)      16.豊島区(1987 1:7000) 

    5.文京区(1987 1:7000)      17.板橋区(1988 1:10000) 

    6.台東区(1987 1:7000)      18.練馬区(1988 1:11000) 

    7.墨田区(1988 1:7000)      19.北区(1988 1:8500) 

    8.江東区(1988 1:12500)     20.荒川区(1988 1:7000) 

    9.品川区(1988 1:9000)      21.足立区(1988 1:12500) 

    10.目黒区(1988 1:7000)      22.葛飾区(1988 1:10000) 

    11.大田区(1988 1:12500)     23.江戸川区(1988 1:12500) 

    12.世田谷(1988 1:12500)     24.東京23区全図(1988 1:40000) 

 

空から各駅停車 山手線二十九景 (1988 東京地勢堂 1冊 T/0・290/3005) 

地図でみる大田区 2 (1989 大田区教育委員会 1冊 D0970/O872/O1-25) 

空から各駅停車 中央線 （1990 東京地勢堂 1冊 T/10・20/3009） 

江戸東京大地図 地図でみる江戸東京の今昔 (1993 平凡社 1冊 DT/0・290/3034) 

空から東京23区 航空写真集 （1994 西武新聞社 DT/0・290/3036） 

江戸東京さんぽまっぷ -5000分の1江戸･明治･現在図・航空写真- 1～6 

                      （1995 平凡社 1:5000 T/0・200/3206/1～6） 

    1 上野・浅草・両国他       4 紀尾井町・青山・六本木他 

    2 日本橋・築地・木場他      5 小日向・牛込・四谷他 

    3 丸の内・銀座・芝公園他     6 池之端・後楽園・神田他 

ランドビュー東京23区全図（2003 昭文社 1:5000, 1:25000  T/290.3/5055/2003） 

 

  【CD-ROM】 

空撮プロアトラス東京23区 （c1999 アルプス出版社 CD-ROM1枚 

                         1:1500-1:160000 PT/290.3/5015/1999） 

 

＜多摩地域＞ 

空から見た東京26市 （1983 日本交通公社出版事業局 T/60・29/1) 

空から東京 多摩 （1993 西武新聞社 DT/60・29/3001） 
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＜その他＞ 

避難場所航空写真 （1972 公共施設地図航空 DT/0・369/39/G） 

航空写真集新河岸川 （1982 建設省関東地方建設局 DT/10・51/76） 

東京湾航空写真集 （1990 東京地勢堂 DT/10・20/3015） 

[22]白地図 

東京都一万分之一白図（刊年不明 復興土地住宅協会 1:10000 DT/0・290/82 製本） 

東京戦災白地図 (昭和21年12月 戦災復興院刊の複製 之潮 図33枚 1:5000  

T/290.3/5219/1～33) 

1. 千住   2. 向島   3. 深川   4. 洲崎   5. 三河島  6. 上野 

7. 日本橋  8. 新橋   9. 品川臺場 10. 穴守   11. 赤羽   12. 王子 

13. 早稲田 14. 四谷   15. 三田   16. 品川   17. 大森   18. 蒲田 

19. 新井  20. 中野   21. 世田谷  22. 碑文谷  23. 田園調布 24. 矢口 

25. 荻窪  26. 上高井戸 27. 經堂   28. 二子   29. 溝口   30. 吉祥寺 

31. 井之頭 32. 成城   33. 登戸 

大東京精図 （1966 日地出版 1:43500 DT/0・290/110 製本） 

東京都臨海部 （1977 東京都都市計画局 図1枚 1:30000 T/10・29/3002/G 製本） 

東京都三多摩白図 （1969 日地出版 1:66000 DRT/60・29/3003/69 製本）  

 

[23]鳥瞰図 

   東京一目新図（明治30年 田村鉄之助刊の複製 [出版者不明]  図1枚 T/290.3/5266/X） 

大日本東京全景之図（明治40年 精華堂刊の複製 人文社 図1枚 

                            T/290.3/5025/7-4 ホルダー入） 

大日本東京全景之図（明治43年 精華堂刊の複製 古地図史料出版 図1枚  

                            T/290.3/5044/2-10 ホルダー入） 

大東京鳥瞰図 再版（大正11 大日本文化協会出版 図1枚 T/290.3/5420/1922） 

東京附近パノラマ地図（大正11 金尾文淵堂 T/0・290/3083 折本） 

大東京鳥瞰地図（昭和3 下村常雄著作 日本旅行協会 図1枚 T/290.3/5330/1928） 

大東京之鳥瞰図‐大東京市制記念‐（昭和7 国民新聞社 図1枚 

 「國民新聞」第14669號附録 T/290.3/5417/1932） 

東京中心日帰り一二泊遊覧大鳥瞰図 （昭和8 丸ノ内出版社 図1枚 DT/0・290/5020） 

大東京立体地図 昭和33年（人文社 図1枚 複製 T/0・290/3069 製本） 

The graphic map in the Shinjuku（1977 アートプロセス 図1枚 DT/36・29/3002） 

The graphic map in the Ginza（1977 教文館 図1枚 DT/33・29/3004） 

The graphic map in the Ginza 英文版（1977 教文館 図1枚 DT/33・29/3005） 

A bird's eye view of Ginza（1987 日本グラフィックマップ 図1枚 T/33・29/3001 製本） 

A bird's eye view of Nihonbashi 京橋・八重洲・日本橋 

              (1988 日本グラフィックマップ 図1枚 T/33・29/3002 製本） 

A bird's eye view of Shinjuku（1989 日本グラフィックマップ 図1枚 T/36・29/3001 製本） 

A bird's eye Imperial Palace 昭和史の天皇と皇室（1987 日本グラフィックマップ 

                             図1枚 T/34・29/3001 製本） 
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鳥瞰地図グラフィックマップ中央区（1986 日本グラフィックマップ 

                           図24枚 1:1500 DT/33・29/3003） 

鳥瞰地図グラフィックマップ千代田区（1986 日本グラフィックマップ 

                           図24枚 1:1500 DT/34・29/3002） 

皇居グラフィックマップ（1981 日本グラフィックマップ 図1枚 1:3200 DT/34・29/8） 

 

※［江戸鳥瞰図］城西図 文久2年（1862年）頃の江戸を描いたもの（2004 立川博章画   

国際航業  図1枚 DRT/290.3/5283/2004） 

※大江戸鳥瞰図（2013 立川博章画 朝日新聞出版 135p, 付図1枚 T/290.3/5422/2013） 

   ※東京・神奈川中心部を29区画に分け、文久2年(1862年)の想像図と、現代ランドマーク 

    図が比較対照できるように構成されている。 

伊豆大島鳥瞰図 (昭和10 大島火山研究会 図1枚 T/11・290/5005/1935) 

 

[24]外国語地図  ※観光地図は［18］観光地図をごらんください。 

City plan of Tokyo.（昭和11年 Tokyo Geographical Association刊の複製 図1枚 

                    1:60000 1945 U.S.Army DFT/0・290/4 製本） 

A．M．S．2万5千分1地形図（米国占領軍が作成した日本の地図） 

  U. S. Army Map Service作成 1945 1:25000 全20枚 

    Central Honshu photo maps 1:25000 

Tokyo-wan(Sinagawa-wan) （DFT/10・29/1） 

Kawasaki-SW.  （DFT/95・29/1） 

Tokyo NE.  （DFT/92・29/1） 

    Central Honshu 1:25000 

Tokyo-wan NE. （DFT/92・29/1/1-1） 

Tokyo-wan NW. （2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/1-2） 

Tokyo-wan SW. （2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/1-3） 

Kawasaki NE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/2-1） 

Kawasaki SE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/2-2） 

Kawasaki NW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/2-3） 

Noda SE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/3-1） 

Noda SW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/3-2） 

Ichikawa NE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/4-1） 

Ichikawa SE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/4-2） 

Ichikawa NW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/4-3） 

Ichikawa SW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/4-4） 

Tokyo NE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/5-1） 

Tokyo SE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/5-2） 

Tokyo SW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/5-3） 

Omiya SE.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/6-1） 

Omiya SW.  (2nd ed. [1952]  DFT/92・29/1/6-2） 
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GHQ東京占領地図[付図]（1987 雄松堂出版 図3枚 T/0・260/3018/2 製本） 

   内容:GHQ東京占領地図.都心を中心とした東京空中写真.最新大東京案内図 昭和18年 

42の東京map -Tokyo up to date-（[1964] 人文社 図42枚 R0920/Z280/Y 日英併記） 

Map of Tokyo for sightseeing & business（1978 Shobunsha 図1枚 1:10000, 1:25000 

                                          DFT/0・290/1） 

Detailed map of central Tokyo for sightseeing & business（1978 Nippon Kokuseisha 

                                図1枚 DFT/0・290/2） 

Tokyo（1978 Teikoku-Shoin 図16枚 RFT/0・290/3 製本） 

  Port of Tokyo guide（［1986?］ Tokyo Port Promotion Association 1:30000 

                                 FT/683.9/5031/1986） 

 

Map of Tokyo（1988 Prince Hotels 図1枚 FT/0・290/5 製本） 

東京二ヵ国語地図 1987, 1991, 1993, 1997（講談社 各1冊 RT/0・290/3010/ ） 

東京二ヵ国語アトラス ポケット版（2000 講談社インターナショナル 1冊 

                                  SRT/0・290/5030） 

東京日英併記シティ・アトラス 1998, 2001（講談社インターナショナル 各1冊 

                                  RT/0・290/3107/ ） 

東京日英併記シティ・アトラス 改訂第3版 (2004 講談社インターナショナル 

                              1冊 RT/290.3/5129/2004） 

Tokyo city map First edition（2016 Lonely Planet 1枚 FT/290.3/5492/2016） 

Tokyo, carte pratique （2003, 2008 Gouvernement metropolitain de Tokyo 各図1枚 

               1:26000,1:120000 FT/290.3/5298/2003,2008 ※フランス語） 

Tokyo, mapa manual（2003 Gobierno Metropolitano de Tokio 図1枚 1:26000,1:120000 

                          FT/290.3/5299/2003 ※スペイン語） 

Tokyo, guía manual（2008 Gobierno Metropolitano de Tokio 図1枚 1:26000,1:120000 

                          FT/290.3/5299/2008 ※スペイン語） 

Tokyo, Reiseführer (2003, 2008 Stadtverwaltung Tokyo 各図1枚 1:26000,1:120000 

                         FT/290.3/5300/2003,2008 ※ドイツ語） 

Tokyo, handy guide (2008 Stadtverwaltung Tokyo 1冊 FT/290.9/5316/2008 ※ドイツ語） 

Tokyo, cartina pratica（2008 Governo metropolitano di Tokyo 1:26000,1:120000 

                          FT/290.3/5319/2008 ※イタリア語） 

Tokyo, Japan city map（2013 Periplus Editions(HK)Ltd 1枚 1:15000 

FT/290.3/5493/2013 ※英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語） 

 

[25]重ね地図  ※1枚の地図の中に、近世の地図と現代の地図を、色を違えるなどして 

         重ねて表示した地図。 

  江戸復原図（1989 東京都教育庁社会教育部文化課 地図30枚 1:5000 DRT/0･290/108/G） 

復元・江戸情報地図 （1994 朝日新聞社 1冊 1:6500 DRT/0・290/3040） 

復元江戸情報地図 -五千分の一 特装版- （1996 朝日新聞社 図38枚 1:5000  

                         DRT/0・290/3060 帙入） 
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切絵図・現代図で歩く江戸東京散歩（2002 人文社 128,8p  DT/290.3/5061/2002） 

伊能図江戸府内図(南部図)と2000年の東京 （2003 武揚堂 図1枚 DT/290.3/5049/2003） 

  ※文化14年(1817年)の江戸府内図と現代の透明な図(2枚)を重ねて見られるように 

   したもの 

東京時代MAP 大江戸編 (2005 光村推古書院 1冊 T/210.5/5117/2005) 

大江戸幕末今昔マップ (2012 新人物往来社 127p, 図版42枚 T/290.9/5650/2012) 

※1849年から刊行された「尾張屋版江戸切絵図」と現代の透明な地図（道路、史蹟等を表 

示）を重ねて見られるようにしたもの 

上野・浅草歴史散歩 (2003 台東区 図2枚 T/31・290/5014/2003) 

新宿文化絵図－重ね地図付き新宿まち歩きガイド－ 

   付録；江戸・明治・現代重ね地図 1.中井・落合 2.落合 3.高田馬場 4.早稲田 

5.牛込-神楽坂- 6.淀橋-柏木・角筈- 7.新宿・大久保 8.内藤新宿 9.四谷 

（2007 新宿区地域文化部 図9枚 T/36・290/5025/2007-2～10） 

 

【CD-ROM】 

江戸東京重ね地図－安政三年1856度実測復元地図－ 

    （2001 エーピーピーカンパニー CD-ROM1枚 PT/290.3/5014/2001） 

  ※現代の地図(1997年)と江戸の安政3年の地図を、CD-ROMの機能を利用して、 

   同じ場所を切替えて見られるようにしたもの。大名屋敷、寺院、神社、地名等 

   からの検索、尾張屋版切絵図との比較も可能。 

   付：別冊 江戸東京重ね地図検索データブック（PT/290.3/5014/2001-2） 

 

江戸明治東京重ね地図－安政三年1856度実測復元地図・明治四十年1907前後復元地図－ 

    （2004 エーピーピーカンパニー CD-ROM1枚 PT/290.3/5034/2004） 

  ※上記CD-ROMの江戸－明治－現代版。 

 

大江戸透絵図[付属資料] （2003 江戸開府400年記念事業実行委員会 

CD-ROM1枚 T/34・210/5003/2003-2） 


