
第１７号議案  
   ふじみ野市道路線の廃止について  
 次のとおりふじみ野市道路線を廃止することについて、議会の議決を求める。  
廃止調書  

路 線 名 
起   点 

重要な経過地 
終   点 

市道第１－１号線 
亀久保字大野原１６０３番２地先 

  
亀久保字大野原１６０３番２地先 

市道第１－２号線 
亀久保字大野原１６０６番１地先 

  
亀久保字大野原１６４６番７地先 

市道第１－３号線 
亀久保字大野原２２０４番１地先 

  
亀久保字大野原２１９７番１地先 

市道第１－４号線 
亀久保字大野原１６３４番２地先 

  
亀久保字大野原２１９５番１地先 

市道第１－５号線 
亀久保字大野原２１９４番地先 

  
亀久保字大野原２１８８番１地先 

市道第１－７号線 
亀久保字大野原２１８６番１地先 

  
亀久保字大野原２１８７番１地先 

市道第１－８号線 
亀久保字大野原１６５７番３地先 

  
亀久保字大野原１６６２番３地先 

市道第１－９号線 
亀久保字大野原２１８２番１地先 

  
亀久保字大野原２１８２番１地先 

市道第１－１０号線 
亀久保字大野原２２０５番地先 

  
亀久保字大野原２１８４番１地先 

市道第１－１１号線 

亀久保字大野原１６７４番１地先 

  亀久保字大野原２１８１番１６地

先 

市道第１－１２号線 
亀久保字三角１７１７番１地先 

  
亀久保字大野原１６７３番１地先 

市道第１－１４号線 
亀久保字大野原２１７９番１地先 

  
亀久保字大野原２１７９番８地先 

市道第１－１５号線 
亀久保字大野原１６８３番１地先 

  
亀久保字大野原１６８４番４地先 

市道第１－１６号線 
亀久保字大野原１６７６番７地先 

  
亀久保字大野原１６７７番２地先 

市道第１－１７号線 
亀久保字三角１６９６番３２地先 

  
亀久保字三角１６９６番２６地先 



市道第１－１８号線 
亀久保字三角１６９６番２１地先 

  
亀久保字三角１６９６番２２地先 

市道第１－１９号線 
亀久保字三角１６９６番１５地先 

  
亀久保字三角１６９６番１８地先 

市道第１－２０号線 
亀久保字三角１６９６番４地先 

  
亀久保字三角１６９６番１０地先 

市道第１－２１号線 
亀久保字三角１６９６番３２地先 

  
亀久保字三角１６９６番２０地先 

市道第１－２２号線 
亀久保字三角１６９６番１６地先 

  
亀久保字三角１６９６番１２地先 

市道第１－２３号線 
亀久保字三角１７０３番１地先 

  
亀久保字三角１６９５番１３地先 

市道第１－２５号線 
亀久保字三角１６９５番５地先 

  
亀久保字三角１６９９番２地先 

市道第１－２６号線 
亀久保字三角１６９７番５地先 

  
亀久保字三角１６９７番２４地先 

市道第１－２７号線 
亀久保字三角１７０７番２地先 

  
亀久保字三角１７０７番２１地先 

市道第１－２８号線 
亀久保字三角１７５９番２地先 

  
亀久保字三角１７６１番１地先 

市道第１－２９号線 
亀久保字三角１７６１番３地先 

  
亀久保字三角１７６２番１１地先 

市道第１－３０号線 
亀久保字三角１８００番１地先 

  
亀久保字三角１８０１番３地先 

市道第１－３１号線 
亀久保字三角１７９５番２２地先 

  
亀久保字三角１７９５番２２地先 

市道第１－３２号線 
亀久保字三角１７９５番１８地先 

  
亀久保字三角１７９５番２７地先 

市道第１－３３号線 
亀久保字三角１７９５番１０地先 

  
亀久保字三角１７９５番１５地先 

市道第１－３４号線 
亀久保字三角１８１５番５地先 

  
亀久保字三角１８３９番４地先 

市道第１－３５号線 
亀久保字三角１８４３番１地先 

  
亀久保字三角１８３７番３地先 

市道第１－３６号線 
亀久保字三角１８５４番２地先 

  
亀久保字三角１８５７番１地先 

市道第１－３７号線 亀久保字三角１７０４番９地先   



亀久保字三角１７４８番３地先 

市道第１－３８号線 
亀久保字三角１７１２番１地先 

  
亀久保字三角１８６８番１地先 

市道第１－３９号線 
亀久保字三角１７５４番１地先 

  
亀久保字三角１７８６番１地先 

市道第１－４０号線 
亀久保字三角１８１７番１地先 

  
亀久保字三角１８００番１地先 

市道第１－４１号線 
亀久保字三角１８４９番地先 

  
亀久保字三角１７９５番３５地先 

市道第１－４２号線 
亀久保字三角１７２６番１地先 

  
亀久保字三角１７１８番９地先 

市道第１－４３号線 
亀久保字三角１７５７番１地先 

  
亀久保字三角１８６６番２地先 

市道第１－４４号線 
亀久保字三角１８２１番５地先 

  
亀久保字三角１８１７番１地先 

市道第１－４５号線 
亀久保字三角１８２９番１地先 

  
亀久保字三角１８３２番１地先 

市道第１－４６号線 
亀久保字三角１８４７番１地先 

  
亀久保字三角１８４９番地先 

市道第１－４７号線 
亀久保字三角１７３１番１地先 

  
亀久保字三角１８８０番１地先 

市道第１－４８号線 
鶴ケ岡五丁目１９５番１地先 

  
鶴ケ岡五丁目１９８番１地先 

市道第１－４９号線 
西鶴ケ岡１７７６番１０地先 

  
西鶴ケ岡１７７４番３０地先 

市道第１－５０号線 
西鶴ケ岡１７７３番１地先 

  
西鶴ケ岡１７７３番２地先 

市道第１－５１号線 
西鶴ケ岡１７６９番１地先 

  
西鶴ケ岡１７６９番１地先 

市道第１－５２号線 
西鶴ケ岡１７６７番１地先 

  
西鶴ケ岡１７６７番１地先 

市道第１－５３号線 
西鶴ケ岡７５１番１地先 

  
西鶴ケ岡１７６２番１地先 

市道第１－５４号線 
西鶴ケ岡１７６０番３地先 

  
西鶴ケ岡１７４８番２３地先 

市道第１－５５号線 
西鶴ケ岡７５４番１地先 

  
西鶴ケ岡２０８２番地先 



市道第１－５６号線 
西鶴ケ岡７５５番１地先 

  
西鶴ケ岡２０８９番地先 

市道第１－５７号線 
西鶴ケ岡２０８１番３地先 

  
亀久保字三角１８２７番２地先 

市道第１－５８号線 
西鶴ケ岡１２１８番１地先 

  
西鶴ケ岡１２１８番１地先 

市道第１－５９号線 
西鶴ケ岡１７５３番１地先 

  
西鶴ケ岡１７５３番１５地先 

市道第１－６０号線 
亀久保字三角１８７９番１地先 

  
亀久保字三角１８７９番１地先 

市道第１－６１号線 
亀久保字三角１７０８番３５地先 

  
亀久保字三角１７０８番１９地先 

市道第１－６２号線 
西鶴ケ岡１７６８番１地先 

  
西鶴ケ岡１７６４番１地先 

市道第１－６３号線 
西鶴ケ岡１７７３番１地先 

  
西鶴ケ岡１７７３番１地先 

市道第１－６４号線 
亀久保字大野原２２０３番１地先 

  
亀久保字大野原２２０３番１地先 

市道第１－６５号線 
亀久保字大野原２２０１番２地先 

  
亀久保字大野原２２０１番７地先 

市道第１－６６号線 

亀久保字大野原２２０１番１４地

先 
  

亀久保字大野原２２０１番２１地

先 

市道第１－６７号線 
亀久保字三角１７７７番８３地先 

  
亀久保字三角１７９２番７地先 

市道第１－６８号線 
亀久保字三角１７７７番９１地先 

  
亀久保字三角１７７７番２０地先 

市道第２－１号線 
鶴ケ岡五丁目１７７番３地先 

  
緑ケ丘一丁目１８８４番１地先 

市道第２－２号線 
西鶴ケ岡一丁目１７５番１地先 

  
西鶴ケ岡二丁目７４１番８地先 

市道第２－３号線 

西鶴ケ岡二丁目１２１１番２地先 

  西鶴ケ岡二丁目２０８０番１９地

先 

市道第２－４号線 西鶴ケ岡二丁目１７４番２０地先   



西鶴ケ岡二丁目１７４番１３３地

先 

市道第２－５号線 
西鶴ケ岡二丁目１７１番５地先 

  
西鶴ケ岡二丁目２０９３番８地先 

市道第２－６号線 

西鶴ケ岡二丁目２１７４番１１地

先 
  

西鶴ケ岡二丁目２０９３番１０地

先 

市道第２－７号線 
西鶴ケ岡二丁目１６９番１１地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１６９番１６地先 

市道第２－８号線 
西鶴ケ岡二丁目１６９番４地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１６９番１０地先 

市道第２－９号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１０９地

先   

緑ケ丘二丁目１９２３番１地先 

市道第２－１０号線 
緑ケ丘二丁目１６８番５地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番９３地先 

市道第２－１１号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１７５地

先 
  

緑ケ丘二丁目１９０６番１８３地

先 

市道第２－１２号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１２０地

先 
  

緑ケ丘二丁目１９０６番１２５地

先 

市道第２－１２号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１２０地

先 
  

緑ケ丘二丁目１９０６番１２５地

先 

市道第２－１３号線 

緑ケ丘二丁目１９３４番３０地先 

  緑ケ丘二丁目１９０６番１００地

先 

市道第２－１４号線 
緑ケ丘二丁目１９３４番１３地先 

  
緑ケ丘二丁目１９３４番３４地先 

市道第２－１５号線 
西鶴ケ岡二丁目１７１番１２地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１６９番２２地先 

市道第２－１６号線 緑ケ丘二丁目１６８番１０地先   



緑ケ丘二丁目１９０６番１０２地

先 

市道第２－１７号線 

西鶴ケ岡二丁目１７１番３５地先 

  緑ケ丘二丁目１９０６番１０８地

先 

市道第２－１８号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１４３地

先 
  

緑ケ丘二丁目１９０６番１３０地

先 

市道第２－１９号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番１３９地

先   

緑ケ丘二丁目１９３４番２２地先 

市道第２－２０号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番１５地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番３３地先 

市道第２－２１号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番９地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番２７地先 

市道第２－２２号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番６地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番２４地先 

市道第２－２３号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番２１３地

先   

緑ケ丘二丁目１９０６番７３地先 

市道第２－２４号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番５０地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番５０地先 

市道第２－２５号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番４４地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番４４地先 

市道第２－２６号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番７２地先 

  緑ケ丘二丁目１９０６番１４１地

先 

市道第２－２７号線 
緑ケ丘二丁目１９０６番６７地先 

  
緑ケ丘二丁目１９０６番８４地先 

市道第２－２８号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番６１地先 

  緑ケ丘二丁目１９０６番１４９地

先 

市道第２－２９号線 
緑ケ丘一丁目１９０２番１０地先 

  
緑ケ丘一丁目１８８７番１地先 

市道第２－３０号線 
緑ケ丘二丁目１９２０番１地先 

  
緑ケ丘一丁目１８８７番２地先 



市道第２－３１号線 
緑ケ丘一丁目１９０２番４７地先 

  
緑ケ丘一丁目１９０２番２６地先 

市道第２－３２号線 
緑ケ丘一丁目１９０２番１８地先 

  
緑ケ丘一丁目１９０２番３３地先 

市道第２－３３号線 
鶴ケ岡五丁目１８８番７地先 

  
鶴ケ岡五丁目１７７番２７地先 

市道第２－３４号線 
西鶴ケ岡一丁目１７５番１地先 

  
西鶴ケ岡一丁目１７５番１地先 

市道第２－３５号線 
鶴ケ岡五丁目１７７番３地先 

  
鶴ケ岡一丁目１６３番１地先 

市道第２－３６号線 
鶴ケ岡四丁目５番６０地先 

  
鶴ケ岡三丁目１６番１３地先 

市道第２－３７号線 
鶴ケ岡四丁目５番１４地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番２２地先 

市道第２－３８号線 
鶴ケ岡四丁目５番３２地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番４１地先 

市道第２－３９号線 
鶴ケ岡四丁目５番５２地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番５０地先 

市道第２－４０号線 
鶴ケ岡四丁目８番１地先 

  
鶴ケ岡四丁目１１番３地先 

市道第２－４２号線 
鶴ケ岡四丁目２７番地先 

  
鶴ケ岡四丁目２７番地先 

市道第２－４３号線 
鶴ケ岡四丁目２８番６地先 

  
鶴ケ岡四丁目２８番２３地先 

市道第２－４４号線 
鶴ケ岡四丁目４３番３地先 

  
鶴ケ岡四丁目４３番１地先 

市道第２－４５号線 
鶴ケ岡四丁目４６番１地先 

  
鶴ケ岡四丁目４６番６０地先 

市道第２－４６号線 
鶴ケ岡四丁目４６番７７地先 

  
鶴ケ岡四丁目４６番８４地先 

市道第２－４７号線 
鶴ケ岡四丁目４６番２０地先 

  
鶴ケ岡四丁目５１番２１地先 

市道第２－４８号線 
鶴ケ岡四丁目４６番２４地先 

  
鶴ケ岡四丁目５１番２６地先 

市道第２－４９号線 
鶴ケ岡四丁目４５番１地先 

  
鶴ケ岡四丁目４６番６０地先 

市道第２－５１号線 鶴ケ岡二丁目８２番１地先   



鶴ケ岡一丁目１５番３地先 

市道第２－５２号線 
鶴ケ岡三丁目１８番１地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番６４地先 

市道第２－５３号線 
鶴ケ岡三丁目１番１地先 

  
鶴ケ岡三丁目１番１地先 

市道第２－５４号線 
鶴ケ岡三丁目１６番１３地先 

  
鶴ケ岡三丁目１５番４地先 

市道第２－５５号線 
鶴ケ岡三丁目２６番６地先 

  
鶴ケ岡三丁目２６番６地先 

市道第２－５６号線 
鶴ケ岡三丁目３４番７地先 

  
鶴ケ岡三丁目３３番２３地先 

市道第２－５７号線 
鶴ケ岡三丁目４７番３４地先 

  
鶴ケ岡三丁目４７番１３地先 

市道第２－５８号線 
鶴ケ岡三丁目５０番８地先 

  
鶴ケ岡三丁目５０番７地先 

市道第２－５９号線 
鶴ケ岡三丁目２６番３地先 

  
鶴ケ岡三丁目２４番３地先 

市道第２－６０号線 
鶴ケ岡三丁目３３番１３地先 

  
鶴ケ岡三丁目３２番１地先 

市道第２－６１号線 
鶴ケ岡三丁目４２番２５地先 

  
鶴ケ岡三丁目４０番１地先 

市道第２－６２号線 
鶴ケ岡三丁目４７番１地先 

  
鶴ケ岡三丁目４０番３地先 

市道第２－６３号線 
鶴ケ岡三丁目４７番１地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番１地先 

市道第２－６４号線 
鶴ケ岡三丁目４７番７１地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番２３地先 

市道第２－６５号線 
鶴ケ岡三丁目４７番６７地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番２７地先 

市道第２－６６号線 
鶴ケ岡三丁目４７番２５地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番１３地先 

市道第２－６７号線 
鶴ケ岡三丁目１８番５地先 

  
鶴ケ岡三丁目７１番１３地先 

市道第２－６９号線 
鶴ケ岡三丁目５９番地先 

  
鶴ケ岡三丁目５７番地先 

市道第２－７０号線 
鶴ケ岡一丁目１６番２地先 

  
鶴ケ岡一丁目１６番１地先 



市道第２－７１号線 
鶴ケ岡一丁目１５番１地先 

  
鶴ケ岡一丁目１６番７地先 

市道第２－７２号線 
鶴ケ岡一丁目１７番１地先 

  
鶴ケ岡一丁目１７番５地先 

市道第２－７３号線 
鶴ケ岡一丁目９３番６１地先 

  
鶴ケ岡一丁目１４番１４地先 

市道第２－７４号線 
鶴ケ岡一丁目１３番１地先 

  
鶴ケ岡一丁目１３番５地先 

市道第２－７５号線 
鶴ケ岡一丁目２０番３地先 

  
鶴ケ岡一丁目２０番１地先 

市道第２－７６号線 
鶴ケ岡一丁目１２番１地先 

  
鶴ケ岡一丁目１７番５地先 

市道第２－７７号線 
鶴ケ岡一丁目１０４番７地先 

  
鶴ケ岡一丁目１９番１地先 

市道第２－７８号線 
鶴ケ岡一丁目１１４番８地先 

  
鶴ケ岡一丁目１１４番３０地先 

市道第２－７９号線 
鶴ケ岡一丁目１１４番４２地先 

  
鶴ケ岡一丁目２２番１地先 

市道第２－８１号線 
鶴ケ岡一丁目１０６番２２地先 

  
鶴ケ岡一丁目１０６番２０地先 

市道第２－８２号線 
鶴ケ岡一丁目２３番７地先 

  
鶴ケ岡一丁目２３番１地先 

市道第２－８３号線 
鶴ケ岡一丁目１０４番２５地先 

  
鶴ケ岡一丁目１０４番２７地先 

市道第２－８４号線 
鶴ケ岡一丁目１０４番１３地先 

  
鶴ケ岡一丁目１０４番１９地先 

市道第２－８５号線 
鶴ケ岡一丁目５番１地先 

  
鶴ケ岡一丁目２３番１地先 

市道第２－８６号線 
鶴ケ岡一丁目４番４地先 

  
鶴ケ岡一丁目４番４地先 

市道第２－８７号線 
鶴ケ岡一丁目２番２地先 

  
鶴ケ岡一丁目２番１地先 

市道第２－８８号線 
鶴ケ岡二丁目１５番２地先 

  
鶴ケ岡二丁目１番１地先 

市道第２－８９号線 
鶴ケ岡二丁目１５番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１５番７地先 

市道第２－９０号線 鶴ケ岡二丁目１２番１地先   



鶴ケ岡二丁目１２番２地先 

市道第２－９１号線 
鶴ケ岡二丁目９番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目９番１地先 

市道第２－９２号線 
鶴ケ岡二丁目６番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目６番１地先 

市道第２－９３号線 
鶴ケ岡二丁目１４番２地先 

  
鶴ケ岡二丁目２番１地先 

市道第２－９４号線 
鶴ケ岡二丁目１４番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１４番４地先 

市道第２－９５号線 
鶴ケ岡二丁目１３番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１３番１２地先 

市道第２－９６号線 
鶴ケ岡二丁目１１番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１１番４地先 

市道第２－９７号線 
鶴ケ岡二丁目１０番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１０番８地先 

市道第２－９８号線 
鶴ケ岡二丁目８番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目８番４地先 

市道第２－９９号線 
鶴ケ岡二丁目７番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目７番６地先 

市道第２－１００号線 
鶴ケ岡二丁目５番地先 

  
鶴ケ岡二丁目５番地先 

市道第２－１０１号線 
鶴ケ岡二丁目４番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目４番５地先 

市道第２－１０２号線 
鶴ケ岡二丁目３番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目２番５地先 

市道第２－１０３号線 
鶴ケ岡二丁目１６番２地先 

  
鶴ケ岡二丁目２８番１地先 

市道第２－１０４号線 
鶴ケ岡二丁目１６番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目９０番１７地先 

市道第２－１０５号線 
鶴ケ岡二丁目１８番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目９０番２地先 

市道第２－１０６号線 
鶴ケ岡二丁目９１番７１地先 

  
鶴ケ岡二丁目９１番２４地先 

市道第２－１０７号線 
鶴ケ岡二丁目９１番４７地先 

  
鶴ケ岡二丁目９１番４７地先 

市道第２－１０８号線 
鶴ケ岡二丁目９７番３０地先 

  
鶴ケ岡二丁目９７番３５地先 



市道第２－１０９号線 
鶴ケ岡二丁目２２番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目２８番１４地先 

市道第２－１１０号線 
鶴ケ岡二丁目２４番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目１０９番１地先 

市道第２－１１１号線 
鶴ケ岡二丁目２３番１地先 

  
鶴ケ岡二丁目２３番１地先 

市道第２－１１２号線 
鶴ケ岡三丁目３９番２地先 

  
鶴ケ岡三丁目４２番５１地先 

市道第２－１１３号線 
鶴ケ岡一丁目１１４番１８地先 

  
鶴ケ岡一丁目１１４番７７地先 

市道第２－１１４号線 
鶴ケ岡一丁目１１４番４７地先 

  
鶴ケ岡一丁目１１４番５５地先 

市道第２－１１５号線 
鶴ケ岡一丁目１１４番６７地先 

  
鶴ケ岡一丁目１１４番６３地先 

市道第２－１１６号線 
鶴ケ岡一丁目９４番３地先 

  
鶴ケ岡一丁目９３番６１地先 

市道第２－１１７号線 
鶴ケ岡三丁目６５番地先 

  
鶴ケ岡三丁目６１番３地先 

市道第２－１１８号線 
鶴ケ岡三丁目４９番１０地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番１地先 

市道第２－１１９号線 
鶴ケ岡四丁目４５番７地先 

  
鶴ケ岡四丁目４５番２地先 

市道第２－１２０号線 
鶴ケ岡三丁目６５番地先 

  
鶴ケ岡三丁目７１番１９地先 

市道第２－１２１号線 

緑ケ丘二丁目１９０６番２４８地

先 
  

緑ケ丘二丁目１９０６番２５０地

先 

市道第２－１２２号線 
緑ケ丘一丁目１８９７番３１地先 

  
緑ケ丘一丁目１８９７番４０地先 

市道第２－１２３号線 
鶴ケ岡三丁目４９番４７地先 

  
鶴ケ岡三丁目４９番４６地先 

市道第２－１２４号線 
鶴ケ岡四丁目１２番１０１地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番９８地先 

市道第２－１２５号線 
鶴ケ岡四丁目１２番９地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番９地先 

市道第２－１２６号線 鶴ケ岡四丁目１２番１０１地先   



鶴ケ岡四丁目１２番１０１地先 

市道第２－１２７号線 
鶴ケ岡四丁目１２番５１地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番９８地先 

市道第２－１２８号線 
鶴ケ岡四丁目１２番５６地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番５８地先 

市道第２－１２９号線 
鶴ケ岡四丁目１２番６３地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番６５地先 

市道第２－１３０号線 
鶴ケ岡四丁目１２番８４地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番８９地先 

市道第２－１３１号線 
鶴ケ岡四丁目１２番９３地先 

  
鶴ケ岡四丁目１２番９７地先 

市道第２－１３２号線 
鶴ケ岡四丁目５番６７地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番６９地先 

市道第２－１３３号線 
緑ケ丘一丁目１８９８番９地先 

  
緑ケ丘一丁目１８９８番１６地先 

市道第２－１３４号線 
緑ケ丘一丁目１８９８番２４地先 

  
緑ケ丘一丁目１８９８番１７地先 

市道第２－１３５号線 
緑ケ丘一丁目１９０１番６０地先 

  
緑ケ丘一丁目１９０１番６０地先 

市道第２－１３６号線 
鶴ケ岡四丁目１０番４地先 

  
鶴ケ岡四丁目１０番１４地先 

市道第２－１３７号線 
鶴ケ岡二丁目２８番２１地先 

  
鶴ケ岡二丁目２８番２０地先 

市道第２－１３８号線 
鶴ケ岡二丁目９７番６７地先 

  
鶴ケ岡二丁目９７番６９地先 

市道第２－１３９号線 

西鶴ケ岡二丁目１７４番３３地先 

  西鶴ケ岡二丁目１７４番１２４地

先 

市道第２－１４０号線 
西鶴ケ岡二丁目１７４番４６地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１７４番３４地先 

市道第２－１４１号線 
西鶴ケ岡二丁目１７４番７０地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１７４番５９地先 

市道第２－１４２号線 
西鶴ケ岡二丁目１７４番９０地先 

  
西鶴ケ岡二丁目１７４番８２地先 

市道第２－１４３号線 
西鶴ケ岡二丁目１７４番１１１地

先 
  



西鶴ケ岡二丁目１７４番１０２地

先 

市道第２－１４４号線 
鶴ケ岡四丁目５番１地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番１０４地先 

市道第２－１４５号線 
鶴ケ岡四丁目５番８０地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番７８地先 

市道第２－１４６号線 
鶴ケ岡四丁目５番８７地先 

  
鶴ケ岡四丁目５番８５地先 

市道第２－１４７号線 
鶴ケ岡五丁目１８８番８９地先 

  
鶴ケ岡五丁目１８８番５３地先 

市道第２－１４８号線 
鶴ケ岡五丁目１８８番８８地先 

  
鶴ケ岡五丁目１８８番５３地先 

市道第２－１４９号線 
鶴ケ岡五丁目１８８番１４５地先 

  
鶴ケ岡五丁目１８８番１１９地先 

市道第２－１５０号線 
鶴ケ岡五丁目１８８番７１地先 

  
鶴ケ岡五丁目１８８番５７地先 

市道第２－１５１号線 
鶴ケ岡三丁目４２番７２地先 

  
鶴ケ岡三丁目４７番８３地先 

市道第２－２５２号線 
鶴ケ岡一丁目８８番１２地先 

  
鶴ケ岡一丁目８８番９地先 

市道第３－１号線 
鶴ケ舞三丁目９番１８地先 

  
鶴ケ舞三丁目２４番７地先 

市道第３－２号線 
鶴ケ舞三丁目５番２地先 

  
鶴ケ舞三丁目５番２地先 

市道第３－３号線 
鶴ケ舞三丁目９番１１地先 

  
鶴ケ舞三丁目９番１地先 

市道第３－４号線 
鶴ケ舞三丁目１１番１地先 

  
鶴ケ舞三丁目１１番１地先 

市道第３－５号線 
鶴ケ舞三丁目１７番２地先 

  
鶴ケ舞三丁目１７番１地先 

市道第３－６号線 
鶴ケ舞三丁目２８番４地先 

  
鶴ケ舞三丁目２４番１地先 

市道第３－７号線 
鶴ケ舞二丁目３３番９地先 

  
鶴ケ舞一丁目１１２番１地先 

市道第３－８号線 
鶴ケ舞二丁目４６番５地先 

  
鶴ケ舞二丁目４２番１地先 

市道第３－９号線 鶴ケ舞一丁目６９番１地先   



鶴ケ舞一丁目５６番１０地先 

市道第３－１０号線 
鶴ケ舞一丁目７３番１地先 

  
鶴ケ舞一丁目８４番１地先 

市道第３－１１号線 
鶴ケ舞一丁目７２番２０地先 

  
鶴ケ舞一丁目７３番９地先 

市道第３－１２号線 
鶴ケ舞一丁目６９番９３地先 

  
鶴ケ舞一丁目７９番１０地先 

市道第３－１３号線 
鶴ケ舞一丁目５６番２１地先 

  
東久保一丁目１２４番１５地先 

市道第３－１４号線 
鶴ケ舞一丁目５７番２地先 

  
鶴ケ舞一丁目７９番７地先 

市道第３－１５号線 
鶴ケ舞一丁目９９番２地先 

  
鶴ケ舞一丁目１０９番１地先 

市道第３－１６号線 
鶴ケ舞一丁目１０５番２地先 

  
鶴ケ舞一丁目１０３番６地先 

市道第３－１８号線 
鶴ケ舞一丁目９９番１地先 

  
鶴ケ舞一丁目９９番２２地先 

市道第３－１９号線 
鶴ケ舞一丁目８６番４１地先 

  
鶴ケ舞一丁目９２番４地先 

市道第３－２０号線 
鶴ケ舞一丁目８６番３地先 

  
鶴ケ舞一丁目８６番２７地先 

市道第３－２１号線 
鶴ケ舞一丁目９８番２５地先 

  
鶴ケ舞一丁目９８番３地先 

市道第３－２２号線 
東久保一丁目１２０番３地先 

  
東久保一丁目１２７番２地先 

市道第３－２３号線 
東久保一丁目１２３番１地先 

  
東久保一丁目１２３番２地先 

市道第３－２４号線 
東久保一丁目１２１番１１地先 

  
東久保一丁目１７９番２地先 

市道第３－２５号線 
東久保一丁目１８３番７地先 

  
東久保一丁目２５７番５地先 

市道第３－２６号線 
東久保一丁目１８３番１８地先 

  
東久保一丁目１８１番２２地先 

市道第３－２７号線 
東久保一丁目１３２番９１地先 

  
東久保一丁目１５１番１地先 

市道第３－２８号線 
東久保一丁目１３６番６地先 

  
東久保一丁目１３６番９地先 



市道第３－２９号線 
東久保一丁目１６８番６地先 

  
東久保一丁目１５５番４地先 

市道第３－３０号線 
東久保一丁目１６６番１３地先 

  
東久保一丁目１５８番１地先 

市道第３－３１号線 
東久保一丁目１４３番１地先 

  
東久保一丁目１４１番地先 

市道第３－３２号線 
ふじみ野二丁目２番１地先 

  
ふじみ野二丁目１２番１地先 

市道第３－３３号線 
ふじみ野二丁目２番１地先 

  
ふじみ野二丁目２番１０地先 

市道第３－３４号線 
ふじみ野二丁目３番１地先 

  
ふじみ野二丁目３番１３地先 

市道第３－３５号線 
ふじみ野二丁目７番２地先 

  
ふじみ野二丁目７番１地先 

市道第３－３６号線 
ふじみ野二丁目３番２地先 

  
ふじみ野二丁目６番１地先 

市道第３－３７号線 
ふじみ野二丁目５番１１地先 

  
ふじみ野二丁目５番１地先 

市道第３－３８号線 
ふじみ野二丁目４番１１地先 

  
ふじみ野二丁目４番１地先 

市道第３－３９号線 
ふじみ野二丁目１９番４地先 

  
ふじみ野二丁目１９番１地先 

市道第３－４０号線 
ふじみ野二丁目８番１地先 

  
ふじみ野二丁目１９番１地先 

市道第３－４１号線 
ふじみ野二丁目２０番１地先 

  
ふじみ野二丁目１７番１地先 

市道第３－４２号線 
ふじみ野二丁目１０番１地先 

  
ふじみ野二丁目１０番８地先 

市道第３－４３号線 
ふじみ野二丁目１１番１地先 

  
ふじみ野二丁目１１番１０地先 

市道第３－４４号線 
ふじみ野二丁目２０番１地先 

  
ふじみ野二丁目２１番６地先 

市道第３－４５号線 
ふじみ野二丁目１８番１地先 

  
ふじみ野二丁目１８番１１地先 

市道第３－４６号線 
ふじみ野二丁目１６番地先 

  
ふじみ野二丁目１６番地先 

市道第３－４７号線 ふじみ野二丁目１５番１地先   



ふじみ野二丁目１３番１地先 

市道第３－４８号線 
ふじみ野二丁目９番１地先 

  
ふじみ野二丁目１７番２０地先 

市道第３－４９号線 
ふじみ野二丁目１５番１地先 

  
ふじみ野二丁目１５番９地先 

市道第３－５０号線 
ふじみ野二丁目１４番１地先 

  
ふじみ野二丁目２２番１地先 

市道第３－５１号線 
ふじみ野二丁目１４番８地先 

  
ふじみ野二丁目１８番８地先 

市道第３－５２号線 
ふじみ野二丁目２１番２地先 

  
ふじみ野二丁目２１番１地先 

市道第３－５５号線 
ふじみ野二丁目２５番８地先 

  
ふじみ野二丁目２５番１地先 

市道第３－５６号線 
ふじみ野二丁目２４番１地先 

  
ふじみ野二丁目２４番３地先 

市道第３－５７号線 
ふじみ野二丁目２８番５地先 

  
ふじみ野二丁目２６番１地先 

市道第３－５８号線 
亀久保三丁目１１３番２地先 

  
亀久保四丁目５７２番５地先 

市道第３－５９号線 
亀久保三丁目１１９番１地先 

  
亀久保三丁目１２１番２地先 

市道第３－６０号線 
亀久保三丁目１９０番地先 

  
亀久保三丁目１８９番地先 

市道第３－６３号線 
亀久保四丁目４３５番５地先 

  
亀久保四丁目４３４番１地先 

市道第３－６４号線 
亀久保四丁目４５２番２地先 

  
亀久保四丁目４５３番４地先 

市道第３－６５号線 
鶴ケ舞一丁目７３番１１地先 

  
鶴ケ舞一丁目７３番４８地先 

市道第３－６６号線 
東久保一丁目１３７番６地先 

  
東久保一丁目１３７番６地先 

市道第３－６７号線 
鶴ケ舞三丁目２番４地先 

  
鶴ケ舞三丁目６番１１地先 

市道第３－６８号線 
ふじみ野二丁目２６番８地先 

  
ふじみ野二丁目２６番２地先 

市道第３－６９号線 
ふじみ野二丁目１番１地先 

  
ふじみ野二丁目２５番１２地先 



市道第３－７０号線 
ふじみ野一丁目１番２２地先 

  
ふじみ野一丁目１番１７地先 

市道第３－７１号線 
ふじみ野一丁目９番８地先 

  
ふじみ野一丁目９番５地先 

市道第３－７２号線 
ふじみ野一丁目２番１地先 

  
ふじみ野一丁目４番１地先 

市道第３－７３号線 
ふじみ野一丁目２番３８地先 

  
ふじみ野一丁目２番３８地先 

市道第３－７４号線 
ふじみ野三丁目１番１地先 

  
ふじみ野四丁目９番６地先 

市道第３－７５号線 
ふじみ野三丁目３番１地先 

  
ふじみ野三丁目３番１地先 

市道第３－７６号線 
ふじみ野三丁目２番２地先 

  
ふじみ野三丁目２番３地先 

市道第３－７７号線 
ふじみ野三丁目１番６地先 

  
ふじみ野三丁目１番５地先 

市道第３－７８号線 
ふじみ野三丁目９番１地先 

  
ふじみ野三丁目９番１地先 

市道第３－７９号線 
ふじみ野三丁目４番１地先 

  
ふじみ野三丁目８番１地先 

市道第３－８０号線 
ふじみ野三丁目４番１５地先 

  
ふじみ野三丁目４番１３地先 

市道第３－８１号線 
ふじみ野三丁目５番８地先 

  
ふじみ野三丁目５番６地先 

市道第３－８２号線 
ふじみ野三丁目６番７地先 

  
ふじみ野三丁目６番５地先 

市道第３－８３号線 
ふじみ野三丁目７番１地先 

  
ふじみ野三丁目７番４地先 

市道第３－８４号線 
ふじみ野三丁目１０番１２地先 

  
ふじみ野三丁目８番３地先 

市道第３－８５号線 
ふじみ野四丁目３番１地先 

  
ふじみ野四丁目３番１１地先 

市道第３－８６号線 
ふじみ野四丁目２番５地先 

  
ふじみ野四丁目２番１１地先 

市道第３－８７号線 
ふじみ野四丁目４番６地先 

  
ふじみ野四丁目４番４地先 

市道第３－８８号線 ふじみ野四丁目６番１地先   



ふじみ野四丁目６番１地先 

市道第３－８９号線 
ふじみ野四丁目５番２地先 

  
ふじみ野四丁目５番１地先 

市道第３－９０号線 
ふじみ野四丁目４番１地先 

  
ふじみ野四丁目８番１地先 

市道第３－９１号線 
ふじみ野四丁目７番１地先 

  
ふじみ野四丁目７番１０地先 

市道第３－９２号線 
ふじみ野一丁目８番１２地先 

  
ふじみ野一丁目４番１地先 

市道第３－９３号線 
ふじみ野四丁目８番１１地先 

  
ふじみ野四丁目８番７地先 

市道第３－９４号線 
ふじみ野一丁目５番１１地先 

  
ふじみ野一丁目６番１地先 

市道第３－９５号線 
ふじみ野一丁目５番６地先 

  
ふじみ野一丁目５番４地先 

市道第３－９６号線 
ふじみ野四丁目１１番３地先 

  
ふじみ野四丁目１０番１地先 

市道第３－９７号線 
ふじみ野四丁目１１番１地先 

  
ふじみ野四丁目１１番４地先 

市道第３－９８号線 
ふじみ野四丁目１３番１地先 

  
ふじみ野四丁目１２番１地先 

市道第３－９９号線 
ふじみ野四丁目１３番１地先 

  
ふじみ野四丁目１３番５地先 

市道第３－１００号線 
亀久保三丁目１３番８地先 

  
亀久保三丁目１３番２地先 

市道第３－１０１号線 
亀久保四丁目２番１地先 

  
亀久保四丁目２番３地先 

市道第３－１０２号線 
亀久保四丁目３番地先 

  
亀久保四丁目４番３地先 

市道第３－１０３号線 
亀久保四丁目４番１地先 

  
亀久保四丁目４番１地先 

市道第３－１０４号線 
鶴ケ舞三丁目９番１８地先 

  
鶴ケ舞三丁目９番１８地先 

市道第３－１０５号線 
鶴ケ舞三丁目９番１１地先 

  
鶴ケ舞三丁目９番２地先 

市道第３－１０６号線 
鶴ケ舞二丁目３１番３地先 

  
鶴ケ舞二丁目３１番９地先 



市道第３－１０７号線 
ふじみ野二丁目２３番２地先 

  
ふじみ野二丁目２３番１地先 

市道第３－１０８号線 
鶴ケ舞一丁目６５番３２地先 

  
鶴ケ舞一丁目６５番５地先 

市道第３－１０９号線 
東久保一丁目１８３番２４地先 

  
東久保一丁目１８３番２５地先 

市道第３－１１０号線 
鶴ケ舞一丁目６５番２２地先 

  
鶴ケ舞一丁目６５番２７地先 

市道第３－１１１号線 
ふじみ野四丁目４番９地先 

  
ふじみ野四丁目４番７地先 

市道第３－１１２号線 
鶴ケ舞二丁目３５番３８地先 

  
鶴ケ舞二丁目３５番３４地先 

市道第３－１１３号線 
東久保一丁目１３８番４地先 

  
東久保一丁目１３８番１０地先 

市道第３－１１４号線 
亀久保四丁目４３９番１地先 

  
亀久保四丁目４３９番１地先 

市道第３－１１５号線 
ふじみ野二丁目１番１０地先 

  
ふじみ野二丁目１番２９地先 

市道第３－１１６号線 
ふじみ野三丁目１０番１２地先 

  
ふじみ野三丁目１０番２２地先 

市道第４－１号線 
大井武蔵野３９６番１地先 

  
大井武蔵野１２６９番１地先 

市道第４－２号線 
大井武蔵野３９４番１６地先 

  
大井武蔵野４３１番１地先 

市道第４－３号線 
大井武蔵野３９８番３地先 

  
大井武蔵野３９８番２地先 

市道第４－４号線 
大井武蔵野４０３番４地先 

  
大井武蔵野４０２番２地先 

市道第４－５号線 
大井武蔵野４０６番１地先 

  
大井武蔵野４０６番１３地先 

市道第４－６号線 
大井武蔵野７０８番１２地先 

  
大井武蔵野７０８番２地先 

市道第４－７号線 
大井武蔵野７０７番１地先 

  
大井武蔵野７０７番１地先 

市道第４－８号線 
大井武蔵野３９４番２地先 

  
大井武蔵野７０７番１地先 

市道第４－９号線 大井武蔵野４２８番２地先   



大井武蔵野４３０番１地先 

市道第４－１０号線 
大井武蔵野４２７番１地先 

  
大井武蔵野４２６番３地先 

市道第４－１１号線 
大井武蔵野４２３番１地先 

  
大井武蔵野４２５番２地先 

市道第４－１２号線 
大井武蔵野４１８番１地先 

  
大井武蔵野４２１番２地先 

市道第４－１３号線 
大井武蔵野４１９番１地先 

  
大井武蔵野４２０番１地先 

市道第４－１４号線 
大井武蔵野４１３番２地先 

  
大井武蔵野４１５番１地先 

市道第４－１５号線 
大井武蔵野７０６番１地先 

  
大井武蔵野７０６番１地先 

市道第４－１６号線 
大井武蔵野４１０番１地先 

  
大井武蔵野４１０番１地先 

市道第４－１７号線 
大井武蔵野７０５番３地先 

  
大井武蔵野７０５番１１地先 

市道第４－１８号線 
大井武蔵野７０６番２地先 

  
大井武蔵野７０６番１４地先 

市道第４－１９号線 
大井武蔵野１４５１番地先 

  
大井武蔵野７０６番１４地先 

市道第４－２０号線 
大井武蔵野１４４７番１地先 

  
大井武蔵野１４４７番１地先 

市道第４－２１号線 
大井武蔵野１４５５番地先 

  
大井武蔵野１４４２番地先 

市道第４－２２号線 
大井武蔵野１４８０番地先 

  
大井武蔵野１４６９番地先 

市道第４－２３号線 
大井武蔵野１４８１番１地先 

  
大井武蔵野１４９１番地先 

市道第４－２４号線 
大井武蔵野１４９９番地先 

  
大井武蔵野１４９３番地先 

市道第４－２５号線 
大井武蔵野１５１１番地先 

  
大井武蔵野１５１１番地先 

市道第４－２６号線 
大井武蔵野１４６７番１地先 

  
大井武蔵野１４９４番地先 

市道第４－２７号線 
大井武蔵野１５３８番地先 

  
大井武蔵野１５２８番地先 



市道第４－２８号線 
大井武蔵野１５２２番１地先 

  
大井武蔵野１５２７番３地先 

市道第４－２９号線 
大井武蔵野１５２１番地先 

  
大井武蔵野１５２０番地先 

市道第４－３０号線 
大井武蔵野１５６５番３地先 

  
大井武蔵野１５５２番地先 

市道第４－３１号線 
大井武蔵野１５６２番地先 

  
大井武蔵野１５５８番地先 

市道第４－３２号線 
大井武蔵野１４０８番地先 

  
大井武蔵野１５１８番地先 

市道第４－３３号線 
大井武蔵野１４１７番地先 

  
大井武蔵野１４１９番２地先 

市道第４－３４号線 
大井武蔵野１４０５番地先 

  
大井武蔵野１４０５番地先 

市道第４－３５号線 
大井武蔵野１４３６番地先 

  
大井武蔵野１５５３番地先 

市道第４－３６号線 
大井武蔵野１５６６番３地先 

  
大井武蔵野１５６６番５地先 

市道第４－３７号線 
大井武蔵野１３９３番１地先 

  
大井武蔵野１３９０番１地先 

市道第４－３８号線 
大井武蔵野１３７７番１地先 

  
大井武蔵野１３９０番２地先 

市道第４－３９号線 
大井武蔵野１４３６番地先 

  
大井武蔵野１４２９番７地先 

市道第４－４０号線 
大井武蔵野１４２５番地先 

  
大井武蔵野１４２９番２４地先 

市道第４－４１号線 
大井武蔵野１４２７番１地先 

  
大井武蔵野１４２７番１地先 

市道第４－４２号線 
大井武蔵野１４２８番９地先 

  
大井武蔵野１３７２番１地先 

市道第４－４３号線 
大井武蔵野１３７２番２地先 

  
大井武蔵野１３７２番２地先 

市道第４－４４号線 
大井武蔵野６６８番１４地先 

  
大井武蔵野６６６番２地先 

市道第４－４５号線 
大井武蔵野６６９番１地先 

  
大井武蔵野６６９番５地先 

市道第４－４６号線 大井武蔵野６７６番３地先   



大井武蔵野６７６番９地先 

市道第４－４７号線 
大井武蔵野６７８番１地先 

  
大井武蔵野６７９番地先 

市道第４－４８号線 
大井武蔵野７０２番１地先 

  
大井武蔵野７０２番１地先 

市道第４－４９号線 
大井武蔵野６６８番５地先 

  
大井武蔵野６９８番１地先 

市道第４－５０号線 
大井武蔵野６６７番１地先 

  
大井武蔵野６６７番１地先 

市道第４－５１号線 
大井武蔵野６７１番５地先 

  
大井武蔵野６７１番１地先 

市道第４－５２号線 
大井武蔵野６７４番地先 

  
大井武蔵野６７４番地先 

市道第４－５３号線 
大井武蔵野６８２番１地先 

  
大井武蔵野６８３番地先 

市道第４－５４号線 
大井武蔵野６９６番地先 

  
大井武蔵野６９３番１地先 

市道第４－５５号線 
大井武蔵野６９７番２地先 

  
大井武蔵野６９７番１地先 

市道第４－５６号線 
大井武蔵野６９７番１地先 

  
大井武蔵野６９７番１地先 

市道第４－５７号線 
大井武蔵野６９１番２地先 

  
大井武蔵野６８８番１地先 

市道第４－５８号線 
大井武蔵野１２７５番５地先 

  
大井武蔵野１３１３番１地先 

市道第４－５９号線 
大井武蔵野１２７６番１地先 

  
大井武蔵野１２７０番３２地先 

市道第４－６０号線 
大井武蔵野１２８１番１地先 

  
大井武蔵野１２８３番３地先 

市道第４－６１号線 
大井武蔵野１３０４番１地先 

  
大井武蔵野１３０７番３地先 

市道第４－６２号線 
大井武蔵野１２６０番２地先 

  
大井武蔵野１３５１番３地先 

市道第４－６３号線 
大井武蔵野１２８６番４４地先 

  
大井武蔵野１２８６番８地先 

市道第４－６４号線 
大井武蔵野１２８７番１地先 

  
大井武蔵野１２８７番８地先 



市道第４－６５号線 
大井武蔵野１２９９番１地先 

  
大井武蔵野１２９０番１地先 

市道第４－６６号線 
大井武蔵野１３５０番２地先 

  
大井武蔵野１３５９番１地先 

市道第４－６７号線 
大井武蔵野１３５４番１地先 

  
大井武蔵野１３５４番１地先 

市道第４－６８号線 
大井武蔵野１３４６番１００地先 

  
大井武蔵野１３６１番１地先 

市道第４－６９号線 
大井武蔵野１２８６番７地先 

  
大井武蔵野１２５９番１地先 

市道第４－７０号線 
大井武蔵野１２９１番１地先 

  
亀久保字亀居１１８８番２地先 

市道第４－７１号線 
大井武蔵野１２９０番１地先 

  
大井武蔵野１２８９番５地先 

市道第４－７２号線 
大井武蔵野１３２７番２１地先 

  
大井武蔵野１３４４番６２地先 

市道第４－７３号線 
大井武蔵野１３２７番２７地先 

  
大井武蔵野１３２７番６地先 

市道第４－７４号線 
大井武蔵野１３２７番３５地先 

  
大井武蔵野１３２７番２２地先 

市道第４－７５号線 
大井武蔵野１３２７番２９地先 

  
大井武蔵野１３４４番６６地先 

市道第４－７６号線 
大井武蔵野１３２８番５地先 

  
大井武蔵野１３４４番３７地先 

市道第４－７７号線 
大井武蔵野１３４４番３６地先 

  
大井武蔵野１３４４番２０地先 

市道第４－７８号線 
大井武蔵野１３２９番９地先 

  
大井武蔵野１３４４番３地先 

市道第４－７９号線 
大井武蔵野１３４９番３地先 

  
大井武蔵野１３４６番１２地先 

市道第４－８０号線 
大井武蔵野１３５１番７地先 

  
大井武蔵野１３４７番６０地先 

市道第４－８１号線 
大井武蔵野１３５１番１３地先 

  
大井武蔵野１３４７番３１地先 

市道第４－８２号線 
大井武蔵野１３４７番３７地先 

  
大井武蔵野１３４７番４２地先 

市道第４－８３号線 大井武蔵野１３４７番４９地先   



大井武蔵野１３４７番５３地先 

市道第４－８４号線 
大井武蔵野１３４８番１８地先 

  
大井武蔵野１３４７番７４地先 

市道第４－８５号線 
大井武蔵野１３４８番６３地先 

  
大井武蔵野１３４６番１２３地先 

市道第４－８６号線 
大井武蔵野１３４５番１０地先 

  
大井武蔵野１３４８番５地先 

市道第４－８７号線 
大井武蔵野１３４５番２２地先 

  
大井武蔵野１３４６番１２５地先 

市道第４－８８号線 
大井武蔵野１３４５番３７地先 

  
大井武蔵野１３４６番１０４地先 

市道第４－８９号線 
大井武蔵野１３４７番６２地先 

  
大井武蔵野１３４６番６５地先 

市道第４－９０号線 
大井武蔵野１３４７番６４地先 

  
大井武蔵野１３４６番５３地先 

市道第４－９１号線 
大井武蔵野１３４７番６６地先 

  
大井武蔵野１３４６番４１地先 

市道第４－９２号線 
大井武蔵野１３４７番６８地先 

  
大井武蔵野１３４６番２９地先 

市道第４－９３号線 
大井武蔵野１３４７番７０地先 

  
大井武蔵野１３４６番７１地先 

市道第４－９４号線 
大井武蔵野１３４７番７２地先 

  
大井武蔵野１３４６番８５地先 

市道第４－９５号線 
大井武蔵野１３２８番１８地先 

  
大井武蔵野１３２８番１９地先 

市道第４－９６号線 
大井武蔵野１３９６番２地先 

  
大井武蔵野１３９６番２地先 

市道第４－９７号線 
大井武蔵野１３８４番３地先 

  
大井武蔵野１３８４番２地先 

市道第４－９８号線 
大井武蔵野１２８７番６０地先 

  
大井武蔵野１２８７番２８地先 

市道第４－９９号線 
大井武蔵野１２８７番２５地先 

  
大井武蔵野１２８７番１４地先 

市道第４－１００号線 
大井武蔵野４０７番９地先 

  
大井武蔵野４０７番３地先 

市道第４－１０１号線 
大井武蔵野３９４番３２地先 

  
大井武蔵野３９４番１６地先 



市道第４－１０２号線 
大井武蔵野１３４５番４４地先 

  
大井武蔵野１３４５番４８地先 

市道第５－１号線 
亀久保字亀居１２５７番１７地先 

  
桜ケ丘三丁目７６２番３地先 

市道第５－２号線 
亀久保字亀居１２４３番１地先 

  
亀久保字亀居１２３９番２７地先 

市道第５－３号線 
亀久保字亀居１２２４番４地先 

  
亀久保字亀居１２２１番９４地先 

市道第５－４号線 
亀久保字亀居１２２１番６１地先 

  
亀久保字亀居１２２１番９８地先 

市道第５－５号線 

亀久保字亀居１２２１番６４地先 

  亀久保字亀居１２２１番１０４地

先 

市道第５－６号線 

亀久保字亀居１２２１番１６６地

先 
  

亀久保字亀居１２２１番１６４地

先 

市道第５－７号線 
亀久保字亀居１２２１番８３地先 

  
亀久保字亀居１２２１番８９地先 

市道第５－８号線 

亀久保字亀居１２２１番８３地先 

  亀久保字亀居１２２１番１１５地

先 

市道第５－９号線 
亀久保字亀居１２２１番８５地先 

  
亀久保字亀居１２２１番７１地先 

市道第５－１０号線 

亀久保字亀居１２２１番８７地先 

  亀久保字亀居１２２１番１０７地

先 

市道第５－１１号線 
亀久保字亀居１２２１番１地先 

  
亀久保字亀居１２２１番４９地先 

市道第５－１２号線 
亀久保字亀居１１９６番４地先 

  
亀久保字亀居１１９０番４地先 

市道第５－１３号線 
亀久保字亀居１１８１番５６地先 

  
亀久保字亀居１１８７番１地先 

市道第５－１４号線 
亀久保字亀居１１９６番４地先 

  
亀久保字亀居１１９６番４地先 

市道第５－１５号線 
亀久保字亀居１１５０番７地先 

  
亀久保字亀居１１４６番４地先 



市道第５－１６号線 
亀久保字亀居１１３０番４地先 

  
亀久保字亀居１１４４番６地先 

市道第５－１７号線 

大井中央四丁目１２３６番２地先 

  大井中央一丁目１１６８番１１地

先 

市道第５－１８号線 
大井中央四丁目１８番１地先 

  
大井中央四丁目１８番１５地先 

市道第５－１９号線 
大井中央三丁目２６番３地先 

  
大井中央三丁目１２４８番３地先 

市道第５－２０号線 
大井中央四丁目１０番１１地先 

  
大井中央四丁目１８番９地先 

市道第５－２１号線 
大井中央三丁目１２２６番２地先 

  
大井中央三丁目２番４地先 

市道第５－２２号線 

大井中央二丁目１２１０番７３地

先   

大井中央二丁目１１９６番２地先 

市道第５－２３号線 

大井中央二丁目１２０６番５１地

先 
  

大井中央二丁目１２０６番３８地

先 

市道第５－２４号線 

大井中央二丁目１０７０番４４地

先   

大井中央二丁目１０９２番４地先 

市道第５－２５号線 
大井中央四丁目２０番１地先 

  
大井中央四丁目１９番５地先 

市道第５－２６号線 
亀久保三丁目９９３番１地先 

  
亀久保二丁目５番１地先 

市道第５－２７号線 
亀久保三丁目９８９番１地先 

  
亀久保三丁目９８５番１地先 

市道第５－２８号線 
大井中央四丁目２０番１０地先 

  
大井中央四丁目２１番１地先 

市道第５－２９号線 
亀久保三丁目９７７番４地先 

  
亀久保三丁目９６８番１地先 

市道第５－３０号線 
亀久保二丁目８番１地先 

  
亀久保三丁目９６７番２地先 

市道第５－３１号線 
大井中央四丁目２０番８地先 

  
大井中央四丁目２０番７地先 



市道第５－３２号線 
大井中央四丁目１４番８地先 

  
大井中央四丁目１４番７地先 

市道第５－３３号線 
亀久保二丁目４番１１地先 

  
亀久保三丁目９３９番１地先 

市道第５－３４号線 
亀久保三丁目９０２番１地先 

  
亀久保三丁目３番１１地先 

市道第５－３５号線 
亀久保三丁目８９７番地先 

  
亀久保三丁目８９７番地先 

市道第５－３６号線 
亀久保四丁目１番４地先 

  
大井中央一丁目１１６８番２地先 

市道第５－３７号線 
亀久保字亀居１１２１番地先 

  
亀久保字亀居１１２２番１地先 

市道第５－３８号線 
大井中央一丁目３番４地先 

  
桜ケ丘三丁目７６８番５２地先 

市道第５－３９号線 
大井中央四丁目１７番１地先 

  
大井中央四丁目１６番１４地先 

市道第５－４０号線 
大井中央一丁目５番２地先 

  
大井中央一丁目６３０番２地先 

市道第５－４１号線 
亀久保四丁目５８６番２地先 

  
亀久保四丁目５９８番１地先 

市道第５－４２号線 
亀久保一丁目６０４番１５地先 

  
亀久保一丁目６０６番１地先 

市道第５－４３号線 
大井中央四丁目１７番１地先 

  
大井中央四丁目２１番４地先 

市道第５－４４号線 
大井中央一丁目６４２番１２地先 

  
亀久保一丁目６０６番１地先 

市道第５－４５号線 
亀久保字赤土原６４５番１地先 

  
亀久保字赤土原６６３番２３地先 

市道第５－４６号線 
亀久保字赤土原６４３番６１地先 

  
亀久保字赤土原６４３番６５地先 

市道第５－４７号線 
亀久保字赤土原６４３番６１地先 

  
亀久保字赤土原６４４番１１地先 

市道第５－４８号線 
亀久保字赤土原６４３番６９地先 

  
亀久保字赤土原６４３番７０地先 

市道第５－４９号線 
亀久保字赤土原６４３番７地先 

  
亀久保字赤土原６４３番３２地先 

市道第５－５０号線 亀久保字赤土原６４３番１２地先   



亀久保字赤土原６４４番２２地先 

市道第５－５１号線 
亀久保字赤土原６５９番４６地先 

  
亀久保字赤土原６５９番５３地先 

市道第５－５２号線 
亀久保字赤土原６５９番２４地先 

  
亀久保字赤土原６５９番４９地先 

市道第５－５３号線 
大井中央一丁目８２０番１３地先 

  
亀久保字赤土原６６１番６９地先 

市道第５－５４号線 
桜ケ丘一丁目８１６番２９地先 

  
桜ケ丘一丁目８１６番２４地先 

市道第５－５５号線 
桜ケ丘一丁目８１５番２２地先 

  
桜ケ丘一丁目８１５番１３地先 

市道第５－５６号線 
桜ケ丘一丁目８０７番３地先 

  
桜ケ丘一丁目８０４番３１地先 

市道第５－５７号線 
桜ケ丘一丁目８０９番９地先 

  
桜ケ丘一丁目７９７番３地先 

市道第５－５８号線 
桜ケ丘一丁目７７７番４地先 

  
桜ケ丘一丁目７９０番６地先 

市道第５－５９号線 
桜ケ丘一丁目７７４番７地先 

  
桜ケ丘一丁目７７４番１３地先 

市道第５－６０号線 
桜ケ丘一丁目７７４番１７地先 

  
桜ケ丘一丁目７７４番１３地先 

市道第５－６１号線 
亀久保四丁目５７３番６地先 

  
桜ケ丘二丁目７２１番１４地先 

市道第５－６２号線 
亀久保字赤土原６６５番３９地先 

  
亀久保字赤土原６７８番５９地先 

市道第５－６３号線 
亀久保字赤土原６７６番８地先 

  
亀久保字赤土原６７７番１１地先 

市道第５－６４号線 
亀久保字赤土原６７７番１５地先 

  
亀久保字赤土原６７７番１地先 

市道第５－６５号線 
亀久保字赤土原６７８番２３地先 

  
亀久保字赤土原６７８番９地先 

市道第５－６６号線 
亀久保字赤土原６６９番１地先 

  
亀久保字赤土原６７８番４５地先 

市道第５－６７号線 
桜ケ丘二丁目６９０番１地先 

  
桜ケ丘二丁目６８０番３地先 

市道第５－６８号線 
桜ケ丘二丁目６８３番２地先 

  
桜ケ丘二丁目６８３番５地先 



市道第５－６９号線 
桜ケ丘二丁目６９２番１地先 

  
桜ケ丘二丁目７０９番２地先 

市道第５－７０号線 
桜ケ丘二丁目７０５番７地先 

  
桜ケ丘二丁目７０５番６地先 

市道第５－７１号線 
桜ケ丘一丁目７８１番６地先 

  
桜ケ丘二丁目７３０番１７地先 

市道第５－７２号線 
桜ケ丘三丁目７３９番１地先 

  
桜ケ丘三丁目７５８番２地先 

市道第５－７３号線 
桜ケ丘三丁目７３９番１地先 

  
桜ケ丘三丁目７３１番１地先 

市道第５－７４号線 
桜ケ丘三丁目７６９番４地先 

  
桜ケ丘三丁目７７０番７１地先 

市道第５－７５号線 
桜ケ丘三丁目７６３番１７地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番８地先 

市道第５－７６号線 
桜ケ丘三丁目７６３番２２地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番１５地先 

市道第５－７７号線 
桜ケ丘三丁目７６３番５地先 

  
桜ケ丘三丁目７６３番５２地先 

市道第５－７８号線 
桜ケ丘三丁目７６３番２９地先 

  
桜ケ丘三丁目７６３番４４地先 

市道第５－７９号線 
桜ケ丘三丁目７６３番１０地先 

  
桜ケ丘三丁目７６３番５７地先 

市道第５－８０号線 
桜ケ丘三丁目７６６番９地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番４２地先 

市道第５－８１号線 
桜ケ丘三丁目７６６番９地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番５５地先 

市道第５－８２号線 
桜ケ丘三丁目７６６番８０地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番３７地先 

市道第５－８３号線 
桜ケ丘三丁目７６６番４０地先 

  
桜ケ丘三丁目７６６番６１地先 

市道第５－８４号線 
亀久保字赤土原７５９番１地先 

  
亀久保字赤土原７５９番１地先 

市道第５－８５号線 
桜ケ丘三丁目７６２番３地先 

  
苗間字街道西４５番１地先 

市道第５－８６号線 
亀久保字赤土原６５９番３３地先 

  
亀久保字赤土原６５９番３３地先 



市道第５－８７号線 

大井中央三丁目１２２８番１１地

先   

大井中央三丁目１２２８番２地先 

市道第５－８８号線 
亀久保一丁目６１３番１６地先 

  
亀久保一丁目６１３番１２地先 

市道第５－８９号線 
亀久保四丁目５７３番３地先 

  
亀久保四丁目５７３番３地先 

市道第５－９０号線 

大井中央三丁目１０５３番１地先 

  大井中央三丁目１０５４番１３地

先 

市道第５－９１号線 
大井中央三丁目５番１地先 

  
大井中央三丁目６番７地先 

市道第５－９２号線 
大井中央三丁目５番４地先 

  
大井中央三丁目４番４地先 

市道第５－９３号線 
大井中央三丁目２５番１地先 

  
大井中央三丁目４番５地先 

市道第５－９４号線 
大井中央三丁目２５番４地先 

  
大井中央三丁目２５番３地先 

市道第５－９５号線 
大井中央三丁目２６番１地先 

  
大井中央三丁目３番１地先 

市道第５－９６号線 
大井中央三丁目２６番７地先 

  
大井中央三丁目２６番５地先 

市道第５－９７号線 
大井中央三丁目２番１地先 

  
大井中央三丁目２番５地先 

市道第５－９８号線 
大井中央三丁目２７番１地先 

  
大井中央三丁目１番９地先 

市道第５－９９号線 
大井中央三丁目２７番６地先 

  
大井中央三丁目２７番３地先 

市道第５－１００号線 
大井中央三丁目２８番１５地先 

  
大井中央三丁目２８番１０地先 

市道第５－１０１号線 

大井中央二丁目１２０６番３９地

先   

大井中央二丁目１０番１地先 

市道第５－１０２号線 
大井中央二丁目１１番１地先 

  
大井中央二丁目１１番８地先 

市道第５－１０３号線 
大井中央二丁目８番１１地先 

  
大井中央二丁目８番１０地先 



市道第５－１０４号線 
大井中央二丁目１番１地先 

  
大井中央二丁目１番１地先 

市道第５－１０５号線 
亀久保二丁目１０番１地先 

  
亀久保二丁目１番１１地先 

市道第５－１０６号線 
亀久保二丁目１３番１地先 

  
亀久保二丁目１３番１地先 

市道第５－１０７号線 
亀久保二丁目１０番１地先 

  
亀久保二丁目１３番１２地先 

市道第５－１０８号線 
亀久保二丁目１１番地先 

  
亀久保二丁目１１番地先 

市道第５－１０９号線 
亀久保二丁目１２番１地先 

  
亀久保二丁目１２番９地先 

市道第５－１１０号線 
亀久保二丁目１４番１地先 

  
亀久保二丁目１７番１６地先 

市道第５－１１１号線 
亀久保二丁目１４番１２地先 

  
亀久保二丁目１５番７地先 

市道第５－１１２号線 
亀久保二丁目１６番５地先 

  
亀久保二丁目１６番４地先 

市道第５－１１３号線 
亀久保二丁目７番１地先 

  
亀久保二丁目７番７地先 

市道第５－１１４号線 
亀久保二丁目２０番１地先 

  
亀久保二丁目２１番地先 

市道第５－１１５号線 
亀久保二丁目９７０番３地先 

  
亀久保二丁目２１番地先 

市道第５－１１６号線 
亀久保二丁目１９番５地先 

  
亀久保二丁目１９番２地先 

市道第５－１１７号線 
亀久保二丁目６番１地先 

  
亀久保二丁目６番３地先 

市道第５－１１８号線 
亀久保二丁目５番５地先 

  
亀久保二丁目６番４地先 

市道第５－１１９号線 
亀久保二丁目２２番１地先 

  
亀久保二丁目２４番１３地先 

市道第５－１２０号線 
亀久保二丁目２２番１地先 

  
亀久保二丁目２２番２地先 

市道第５－１２１号線 
亀久保二丁目２３番５地先 

  
亀久保二丁目２３番５地先 

市道第５－１２２号線 亀久保三丁目５番７地先   



亀久保三丁目４番地先 

市道第５－１２３号線 
亀久保三丁目５番２地先 

  
亀久保三丁目５番１地先 

市道第５－１２４号線 
亀久保二丁目２５番１地先 

  
亀久保二丁目２５番７地先 

市道第５－１２５号線 
亀久保二丁目３番４地先 

  
亀久保二丁目２５番９地先 

市道第５－１２６号線 
亀久保二丁目２６番１地先 

  
亀久保二丁目２６番３地先 

市道第５－１２７号線 
亀久保二丁目１番５地先 

  
亀久保二丁目１番１地先 

市道第５－１２８号線 
亀久保三丁目３番１２地先 

  
亀久保三丁目１番５地先 

市道第５－１２９号線 
亀久保三丁目３番１０地先 

  
亀久保三丁目１番６地先 

市道第５－１３０号線 
大井中央一丁目１６番１地先 

  
大井中央一丁目１５番５地先 

市道第５－１３１号線 
大井中央一丁目１６番３地先 

  
大井中央一丁目１６番３地先 

市道第５－１３２号線 
大井中央一丁目１１１４番２地先 

  
大井中央一丁目１５番２地先 

市道第５－１３３号線 
大井中央一丁目１２番６地先 

  
大井中央一丁目１２番３地先 

市道第５－１３４号線 
大井中央一丁目１番１地先 

  
大井中央一丁目１番５地先 

市道第５－１３５号線 
大井中央一丁目２番１地先 

  
大井中央一丁目２番１地先 

市道第５－１３６号線 
大井中央一丁目４番１地先 

  
大井中央一丁目４番１２地先 

市道第５－１３７号線 
大井中央一丁目３番１地先 

  
大井中央一丁目３番１６地先 

市道第５－１３８号線 
大井中央一丁目５番１地先 

  
大井中央一丁目５番１０地先 

市道第５－１３９号線 
亀久保一丁目１番１地先 

  
亀久保一丁目８番８地先 

市道第５－１４０号線 
亀久保一丁目１番１１地先 

  
亀久保一丁目１番８地先 



市道第５－１４１号線 
亀久保一丁目２番地先 

  
亀久保一丁目２番地先 

市道第５－１４２号線 
亀久保一丁目３番２６地先 

  
亀久保一丁目３番２６地先 

市道第５－１４３号線 
亀久保一丁目６番１地先 

  
亀久保一丁目６番１６地先 

市道第５－１４４号線 
亀久保一丁目４番１地先 

  
亀久保一丁目４番２地先 

市道第５－１４５号線 
亀久保一丁目３番１７地先 

  
亀久保一丁目４番１地先 

市道第５－１４６号線 
亀久保四丁目１番１地先 

  
亀久保四丁目１５番９地先 

市道第５－１４７号線 
亀久保四丁目１番１地先 

  
亀久保四丁目８番１地先 

市道第５－１４８号線 
亀久保四丁目１６番１５地先 

  
亀久保四丁目１６番８地先 

市道第５－１４９号線 
亀久保四丁目１４番１地先 

  
亀久保四丁目１４番９地先 

市道第５－１５０号線 
亀久保四丁目１３番２地先 

  
亀久保四丁目１３番４地先 

市道第５－１５１号線 
亀久保一丁目１３番４地先 

  
亀久保一丁目８番１地先 

市道第５－１５２号線 
亀久保一丁目１１番１地先 

  
亀久保一丁目９番６地先 

市道第５－１５３号線 
亀久保一丁目１１番１３地先 

  
亀久保一丁目１２番２地先 

市道第５－１５４号線 
亀久保一丁目１０番１地先 

  
亀久保一丁目６１９番１地先 

市道第５－１５５号線 
亀久保一丁目１２番７地先 

  
亀久保一丁目１２番２地先 

市道第５－１５６号線 
桜ケ丘二丁目７０１番９地先 

  
桜ケ丘二丁目７０４番４地先 

市道第５－１５８号線 
亀久保字亀居１１５４番３４地先 

  
亀久保字亀居１１５４番３２地先 

市道第５－１５９号線 
亀久保字亀居１１５４番３９地先 

  
亀久保字亀居１１５４番５２地先 

市道第５－１６０号線 亀久保字亀居１１５４番３４地先   



亀久保字亀居１１５４番１３地先 

市道第５－１６１号線 
亀久保字亀居１１５４番１８地先 

  
亀久保字亀居１１５４番１９地先 

市道第５－１６２号線 
亀久保字亀居１１５４番２８地先 

  
亀久保字亀居１１５４番２７地先 

市道第５－１６３号線 
亀久保字亀居１１３６番６地先 

  
亀久保字亀居１１３６番３８地先 

市道第５－１６４号線 
桜ケ丘二丁目６８２番２地先 

  
桜ケ丘二丁目６８２番２地先 

市道第５－１６５号線 
亀久保字赤土原６７６番３２地先 

  
亀久保字赤土原６７６番２６地先 

市道第５－１６６号線 
亀久保字赤土原６７６番２０地先 

  
亀久保字赤土原６７６番４０地先 

市道第５－１６７号線 
大井中央一丁目８２１番１１地先 

  
大井中央一丁目８２０番１８地先 

市道第５－１６８号線 
桜ケ丘三丁目７７０番５７地先 

  
桜ケ丘三丁目７７０番７２地先 

市道第５－１６９号線 
桜ケ丘三丁目７６８番１７地先 

  
桜ケ丘三丁目７６８番５地先 

市道第５－１７０号線 
桜ケ丘三丁目７３５番２地先 

  
桜ケ丘三丁目７３５番７地先 

市道第５－１７１号線 
亀久保字赤土原６７１番２９地先 

  
亀久保字赤土原６７１番３０地先 

市道第５－１７２号線 
亀久保字赤土原６４３番７４地先 

  
亀久保字赤土原６４３番４９地先 

市道第５－１７３号線 
亀久保二丁目１５番１地先 

  
亀久保二丁目１５番７地先 

市道第５－１７４号線 
桜ケ丘一丁目８０９番１１地先 

  
桜ケ丘一丁目８０９番１９地先 

市道第５－１７５号線 
桜ケ丘一丁目８１６番１０地先 

  
桜ケ丘一丁目８１６番２１地先 

市道第５－１７６号線 
桜ケ丘一丁目８１４番３１地先 

  
桜ケ丘一丁目８０８番３３地先 

市道第５－１７７号線 
桜ケ丘一丁目８１０番１地先 

  
桜ケ丘一丁目８１４番１７地先 

市道第５－１７８号線 
桜ケ丘一丁目８１０番１５地先 

  
桜ケ丘一丁目８１４番１３地先 



市道第５－１７９号線 
桜ケ丘一丁目８０８番４７地先 

  
桜ケ丘一丁目８１３番８地先 

市道第５－１８０号線 
桜ケ丘一丁目８０８番７９地先 

  
桜ケ丘一丁目８１３番１３地先 

市道第５－１８１号線 
桜ケ丘一丁目８０８番９地先 

  
桜ケ丘一丁目８１３番１８地先 

市道第５－１８２号線 
桜ケ丘一丁目８１４番４地先 

  
桜ケ丘一丁目８１３番１８地先 

市道第５－１８３号線 
桜ケ丘一丁目８０８番４６地先 

  
桜ケ丘一丁目８０８番４３地先 

市道第５－１８４号線 
桜ケ丘一丁目８０８番６６地先 

  
桜ケ丘一丁目８０８番２５地先 

市道第５－１８５号線 
桜ケ丘一丁目８１１番２０地先 

  
桜ケ丘一丁目８１３番２地先 

市道第５－１８６号線 
桜ケ丘一丁目８０５番１７地先 

  
桜ケ丘一丁目８１２番３地先 

市道第５－１８７号線 
桜ケ丘一丁目８０５番１３地先 

  
桜ケ丘一丁目８０４番８地先 

市道第５－１８８号線 
桜ケ丘一丁目８１１番２地先 

  
桜ケ丘一丁目８０５番８地先 

市道第５－１８９号線 
桜ケ丘一丁目８０８番６８地先 

  
桜ケ丘一丁目８０７番１０地先 

市道第５－１９０号線 
亀久保字亀居１１３８番１０地先 

  
亀久保字亀居１１３６番４９地先 

市道第５－１９１号線 
亀久保一丁目３番１５地先 

  
亀久保一丁目５番４地先 

市道第５－１９２号線 
亀久保字亀居１１４５番２０地先 

  
亀久保字亀居１１４５番１地先 

市道第５－１９３号線 
亀久保字亀居１１４５番４１地先 

  
亀久保字亀居１１４５番４５地先 

市道第５－１９４号線 
亀久保字亀居１１４５番３２地先 

  
亀久保字亀居１１４５番３７地先 

市道第５－１９５号線 
亀久保字赤土原６４３番２地先 

  
亀久保字赤土原６４３番２地先 

市道第５－１９６号線 
桜ケ丘三丁目７７０番１０７地先 

  
桜ケ丘三丁目７７０番１４７地先 

市道第５－１９７号線 桜ケ丘三丁目７７０番１９７地先   



桜ケ丘三丁目７７０番１５３地先 

市道第５－１９８号線 
桜ケ丘三丁目７７１番９４地先 

  
桜ケ丘三丁目７７１番１１０地先 

市道第５－１９９号線 
桜ケ丘三丁目７７１番１２５地先 

  
桜ケ丘三丁目７７１番１２０地先 

市道第５－２００号線 
桜ケ丘一丁目８００番１７地先 

  
桜ケ丘一丁目８００番２２地先 

市道第５－２０１号線 
亀久保字赤土原６７８番６７地先 

  
亀久保字赤土原６７８番７４地先 

市道第５－２０２号線 
桜ケ丘二丁目７００番１０地先 

  
桜ケ丘二丁目７００番２０地先 

市道第５－２０３号線 

大井中央四丁目１２３１番１１地

先 
  

大井中央四丁目１２３１番２０地

先 

市道第５－２０４号線 
亀久保三丁目９７８番２４地先 

  
亀久保三丁目９７８番６２地先 

市道第５－２０５号線 
亀久保三丁目９７８番５９地先 

  
亀久保三丁目９７８番６１地先 

市道第５－２０６号線 
亀久保三丁目９７８番６６地先 

  
亀久保三丁目９７８番７０地先 

市道第５－２０７号線 

大井中央四丁目１２３１番３２地

先 
  

大井中央四丁目１２３１番４３地

先 

市道第５－２０８号線 

大井中央四丁目１２３１番５１地

先 
  

大井中央四丁目１２３１番３９地

先 

市道第５－２０９号線 
桜ケ丘二丁目７０３番１２地先 

  
桜ケ丘二丁目７０３番１４地先 

市道第５－２１０号線 
亀久保一丁目６１４番１地先 

  
亀久保一丁目６１４番７地先 

市道第５－２１１号線 
大井中央一丁目１７番４地先 

  
大井中央一丁目１７番３地先 

市道第５－２１２号線 
大井中央一丁目１７番１２地先 

  
大井中央一丁目１７番１０地先 



市道第５－２１３号線 
亀久保一丁目６００番１６地先 

  
亀久保一丁目６００番９地先 

市道第５－２１４号線 
亀久保字亀居１１３９番８地先 

  
亀久保字亀居１１３６番７３地先 

市道第５－２１５号線 
亀久保三丁目５番１９地先 

  
亀久保三丁目５番９地先 

市道第５－２１６号線 

大井中央三丁目１０６９番１１地

先 
  

大井中央三丁目１０６９番１３地

先 

市道第５－２１７号線 
亀久保字亀居１１３６番８５地先 

  
亀久保字亀居１１３６番８０地先 

市道第５－２１８号線 
大井中央一丁目３番９地先 

  
大井中央一丁目３番７地先 

市道第５－２１９号線 
亀久保字赤土原６５４番２４地先 

  
亀久保字赤土原６５４番２６地先 

市道第５－２２０号線 
桜ケ丘二丁目７１３番１０地先 

  
桜ケ丘二丁目７１３番５地先 

市道第５－２２１号線 
桜ケ丘二丁目６８１番２地先 

  
桜ケ丘二丁目６８１番９地先 

市道第５－２２２号線 
亀久保一丁目６０９番１地先 

  
亀久保一丁目６０９番９地先 

市道第５－２２３号線 
亀久保字赤土原６７４番２４地先 

  
亀久保字赤土原６７４番２２地先 

市道第５－２２４号線 
桜ケ丘二丁目７２５番４地先 

  
桜ケ丘二丁目７２６番９地先 

市道第５－２２５号線 
亀久保三丁目８９９番３地先 

  
亀久保三丁目３番１地先 

市道第５－２２６号線 

大井中央二丁目１０７１番１３地

先   

大井中央二丁目１０７１番３地先 

市道第５－２２７号線 
桜ケ丘三丁目７５６番１４地先 

  
桜ケ丘三丁目７５６番５地先 

市道第５－２２８号線 
亀久保一丁目５番１８地先 

  
亀久保一丁目５番１４地先 

市道第５－２２９号線 
亀久保三丁目３番２７地先 

  
亀久保三丁目３番４９地先 



市道第５－２３０号線 
亀久保三丁目３番２６地先 

  
亀久保三丁目３番６３地先 

市道第５－２３１号線 
亀久保字亀居１１４６番４３地先 

  
亀久保字亀居１１４６番４３地先 

市道第５－２３２号線 
桜ケ丘一丁目８０６番２９地先 

  
桜ケ丘一丁目８０６番３３地先 

市道第５－２３３号線 
亀久保字赤土原６４５番１１地先 

  
亀久保字赤土原６４５番１地先 

市道第５－２３４号線 
桜ケ丘二丁目７１９番８地先 

  
桜ケ丘二丁目７１９番１０地先 

市道第５－２３５号線 
亀久保三丁目８９６番７地先 

  
亀久保三丁目８９７番地先 

市道第５－２３６号線 
桜ケ丘二丁目６８６番１地先 

  
桜ケ丘二丁目６８６番８地先 

市道第５－２３７号線 
桜ケ丘二丁目６８６番１５地先 

  
桜ケ丘二丁目６８６番１８地先 

市道第５－２３８号線 

大井中央三丁目１０５２番１１地

先 
  

大井中央三丁目１０５２番１１地

先 

市道第５－２３９号線 
桜ケ丘三丁目７６１番１地先 

  
桜ケ丘三丁目７６１番６地先 

市道第５－２４０号線 
桜ケ丘三丁目７４６番５地先 

  
桜ケ丘三丁目７４６番１６地先 

市道第５－２４１号線 
大井中央一丁目５番２６地先 

  
大井中央一丁目５番３２地先 

市道第５－２４２号線 
亀久保四丁目１４番３地先 

  
亀久保四丁目１４番３０地先 

市道第５－２４３号線 

大井中央三丁目１２１３番１７地

先 
  

大井中央三丁目１２１３番２３地

先 

市道第５－２４４号線 
大井中央三丁目１２１３番２地先 

  
大井中央三丁目１２１３番９地先 

市道第５－２４５号線 
桜ケ丘三丁目７４６番２５地先 

  
桜ケ丘三丁目７４６番２９地先 

市道第５－２４６号線 亀久保字亀居１２４９番４地先   



亀久保字亀居１２４９番９地先 

市道第５－２４７号線 
亀久保二丁目９７５番２４地先 

  
亀久保二丁目９７５番３地先 

市道第５－２４８号線 

大井中央一丁目１１１９番２１地

先 
  

大井中央一丁目１１１９番１４地

先 

市道第５－２４９号線 
亀久保一丁目１１番２４地先 

  
亀久保一丁目１１番２０地先 

市道第５－２５０号線 

大井中央二丁目１１９６番５１地

先 
  

大井中央二丁目１１９６番５１地

先 

市道第５－２５１号線 

大井中央二丁目１１９６番４５地

先 
  

大井中央二丁目１１９６番５０地

先 

市道第５－２５２号線 

大井中央二丁目１１９６番９０地

先 
  

大井中央二丁目１１９６番７８地

先 

市道第５－２５３号線 
亀久保四丁目５９２番１地先 

  
亀久保四丁目５９２番６地先 

市道第５－２５４号線 
亀久保一丁目１１番４地先 

  
亀久保一丁目１１番３２地先 

市道第５－２５５号線 

大井中央三丁目１２２６番６５地

先 
  

大井中央三丁目１２２６番５３地

先 

市道第５－２５６号線 

大井中央一丁目１１１９番１２地

先   

大井中央一丁目１１２１番２地先 

市道第６－１号線 
苗間字街道西１５番１５地先 

  
苗間字街道西１５番４地先 

市道第６－２号線 
苗間字街道西１８番２地先 

  
苗間字街道西１８番７地先 

市道第６－３号線 
苗間字街道西１２番２１地先 

  
苗間字街道西１９番４２地先 



市道第６－４号線 
苗間字街道西３４番２２地先 

  
苗間字街道西３０番３１地先 

市道第６－５号線 
苗間字街道西２９番３地先 

  
苗間字街道西２８番４地先 

市道第６－７号線 
苗間字街道西３３番３２地先 

  
苗間字街道西３６番８地先 

市道第６－８号線 
苗間字街道西４０番５地先 

  
苗間字街道西４０番９地先 

市道第６－９号線 
苗間字街道西３１番５地先 

  
苗間字街道西３９番１地先 

市道第６－４６号線 
苗間字神明後２２７番５地先 

  
苗間字神明後２４３番１地先 

市道第６－４７号線 
苗間字神明後２２７番５地先 

  
苗間字神明後３３７番１地先 

市道第６－４８号線 
苗間字神明後２２８番２地先 

  
苗間字神明前３９４番５地先 

市道第６－４９号線 
苗間字神明後２２９番１地先 

  
苗間字神明前３９５番１地先 

市道第６－５０号線 
苗間字神明後２３５番６地先 

  
苗間字神明後２３５番１地先 

市道第６－５１号線 
苗間字神明後２３５番１地先 

  
苗間字神明前２８７番２地先 

市道第６－５２号線 
苗間字神明前３９３番１地先 

  
苗間字神明前２９１番２地先 

市道第６－５３号線 
苗間字神明前３９０番１地先 

  
苗間字神明前３９０番１地先 

市道第６－５４号線 
苗間字神明前２８７番２地先 

  
苗間字神明前２７７番地先 

市道第６－５５号線 
苗間字神明前２８９番２地先 

  
苗間字神明前２９０番１地先 

市道第６－５６号線 
苗間字神明前４０４番２地先 

  
苗間字神明前２６５番２地先 

市道第６－５７号線 
苗間字神明前４１７番１地先 

  
苗間字神明前４５７番９地先 

市道第６－５８号線 
苗間字神明前４１０番１地先 

  
苗間字神明前４５５番地先 

市道第６－５９号線 苗間字神明前４２９番１地先   



苗間字神明前４１６番１地先 

市道第６－６０号線 
苗間字神明前４３３番地先 

  
苗間字神明前４３３番地先 

市道第６－６１号線 
市沢一丁目１１番１７地先 

  
苗間字神明前４４３番１地先 

市道第６－６２号線 
苗間字神明後２６４番２地先 

  
苗間字神明後２５１番２地先 

市道第６－６３号線 
苗間字神明後３６９番１地先 

  
苗間字神明後３７０番１０地先 

市道第６－６４号線 
苗間字神明後３７３番３地先 

  
苗間字神明後３７７番２地先 

市道第６－６５号線 

埼玉県富士見市勝瀬字道京１２４

３番２地先   

苗間字神明後３１３番１地先 

市道第６－６６号線 
苗間字神明後３２９番１地先 

  
苗間字神明後３２９番３地先 

市道第６－６７号線 
苗間字神明後３４９番１地先 

  
苗間字神明後３６０番１地先 

市道第６－６８号線 
苗間字神明後３５０番１地先 

  
苗間字神明後３５８番１地先 

市道第６－６９号線 
苗間字神明後３５０番１地先 

  
苗間字神明後３５６番８地先 

市道第６－７０号線 
苗間字東久保６２８番３地先 

  
苗間字神明前４８７番３地先 

市道第６－７１号線 
苗間字神明前４８８番１地先 

  
苗間字神明前４８９番６地先 

市道第６－７２号線 
苗間字神明前５１０番２地先 

  
苗間字神明前５１３番地先 

市道第６－７３号線 
苗間字神明前４８５番１地先 

  
苗間字神明前４９３番９地先 

市道第６－７４号線 
苗間字神明前４７９番４地先 

  
苗間字神明前５０２番４地先 

市道第６－７５号線 
苗間字神明前５６２番２２地先 

  
苗間字神明前５０２番４地先 

市道第６－７６号線 
苗間字神明前５３２番１６地先 

  
苗間字神明前５３１番７地先 

市道第６－７７号線 苗間字神明前５４４番３地先   



苗間字神明前５４３番９地先 

市道第６－７８号線 
苗間字神明前５５５番１５地先 

  
苗間字神明前４９５番４０地先 

市道第６－７９号線 
苗間字東久保５６９番１地先 

  
苗間字東久保７３２番１１地先 

市道第６－８０号線 
苗間字東久保６２７番１地先 

  
苗間字東久保６３７番７地先 

市道第６－８１号線 
苗間字東久保６２５番１地先 

  
苗間字東久保６５２番２６地先 

市道第６－８２号線 
苗間字東久保６４４番１地先 

  
苗間字東久保６４４番１地先 

市道第６－８３号線 
苗間字東久保６５２番３地先 

  
苗間字東久保６５２番２０地先 

市道第６－８４号線 
苗間字東久保６５２番２１地先 

  
苗間字東久保５８５番５７地先 

市道第６－８５号線 
苗間字東久保５８５番８地先 

  
苗間字東久保５８５番６２地先 

市道第６－８６号線 
苗間字東久保５９５番８地先 

  
苗間字東久保５９５番１７地先 

市道第６－８７号線 
苗間字東久保６３５番地先 

  
苗間字東久保６３５番地先 

市道第６－８８号線 
苗間字東久保６５２番２地先 

  
苗間字東久保５７３番４地先 

市道第６－８９号線 
苗間字東久保５９８番２地先 

  
苗間字東久保７２０番１地先 

市道第６－９０号線 
苗間字東久保７２７番６地先 

  
苗間字東久保７２２番１地先 

市道第６－９１号線 
苗間字東久保５８７番２地先 

  
苗間字東久保５８５番５６地先 

市道第６－９２号線 
苗間字東久保５８５番４９地先 

  
苗間字東久保５８５番４４地先 

市道第６－９３号線 
苗間字東久保５８５番３８地先 

  
苗間字東久保５８５番３３地先 

市道第６－９４号線 
苗間字東久保５９６番１５地先 

  
苗間字東久保５８５番２２地先 

市道第６－９５号線 
苗間字東久保５９６番１２地先 

  
苗間字東久保５８５番５９地先 



市道第６－９６号線 
苗間字東久保５８５番２７地先 

  
苗間字東久保５８５番６３地先 

市道第６－９７号線 
苗間字東久保５８５番６０地先 

  
苗間字東久保５８５番５地先 

市道第６－９８号線 
苗間字東久保５８５番８６地先 

  
苗間字東久保５８５番８４地先 

市道第６－９９号線 
苗間字東久保５８５番１１３地先 

  
苗間字東久保５８５番７９地先 

市道第６－１００号線 
苗間字東久保６９５番４地先 

  
苗間字東久保６９６番１３地先 

市道第６－１０１号線 
苗間字東久保６９６番９地先 

  
苗間字東久保６９６番４地先 

市道第６－１０２号線 
苗間字東久保６９１番１１地先 

  
苗間字東久保６９１番８地先 

市道第６－１０３号線 
苗間字東久保５９８番８地先 

  
苗間字東久保５９８番６地先 

市道第６－１０４号線 
苗間字東久保６９０番４地先 

  
苗間字東久保７０９番７地先 

市道第６－１０５号線 
苗間字東久保５８５番１２５地先 

  
苗間字東久保５８５番１２６地先 

市道第６－１０６号線 
苗間字東久保５８５番１００地先 

  
苗間字東久保５８５番１００地先 

市道第６－１０７号線 
苗間字東久保６４２番２６地先 

  
苗間字東久保６４２番１２地先 

市道第６－１０８号線 
苗間字神明後３１４番４地先 

  
苗間字神明後３１４番４地先 

市道第６－１０９号線 
苗間字神明後３１３番４地先 

  
苗間字神明後３１３番４地先 

市道第６－１１０号線 
苗間字神明前５３１番１地先 

  
苗間字神明前５３１番１地先 

市道第６－１１１号線 
苗間字街道西１８番３５地先 

  
苗間字街道西１８番４５地先 

市道第６－１１２号線 
苗間字東久保５８２番７地先 

  
苗間字東久保５８２番５地先 

市道第６－１１３号線 
苗間字街道西３１番７地先 

  
苗間字街道西４０番４３地先 

市道第６－１１４号線 苗間字神明前５５９番８地先   



苗間字神明前５５８番１２地先 

市道第６－１１５号線 
旭一丁目９番５地先 

  
旭一丁目９番４地先 

市道第６－１１６号線 
旭一丁目１番２７地先 

  
旭一丁目１番２３地先 

市道第６－１１７号線 
旭一丁目２番１地先 

  
旭一丁目１８番１２地先 

市道第６－１１８号線 
旭一丁目２番７地先 

  
旭一丁目２番５地先 

市道第６－１１９号線 
旭一丁目３番１地先 

  
旭一丁目３番３地先 

市道第６－１２０号線 
旭一丁目４番１地先 

  
旭一丁目１７番１地先 

市道第６－１２１号線 
旭一丁目５番１地先 

  
旭一丁目５番９地先 

市道第６－１２２号線 
旭一丁目４番１６地先 

  
旭一丁目５番９地先 

市道第６－１２３号線 
旭一丁目７番１地先 

  
旭一丁目１６番１９地先 

市道第６－１２４号線 
旭一丁目７番１２地先 

  
旭一丁目７番７地先 

市道第６－１２５号線 
旭一丁目８番１地先 

  
旭一丁目８番６地先 

市道第６－１２６号線 
旭一丁目１０番１地先 

  
旭一丁目１５番６地先 

市道第６－１２７号線 
旭一丁目１２番１地先 

  
旭一丁目１２番１１地先 

市道第６－１２８号線 
旭一丁目１０番６地先 

  
旭一丁目１２番５地先 

市道第６－１２９号線 
旭一丁目１１番４地先 

  
旭一丁目１１番２地先 

市道第６－１３０号線 
旭一丁目６番３地先 

  
旭一丁目１５番４地先 

市道第６－１３１号線 
旭一丁目１３番１地先 

  
旭一丁目１４番１１地先 

市道第６－１３２号線 
旭一丁目１３番１４地先 

  
旭一丁目１３番１１地先 



市道第６－１３３号線 
苗間一丁目１番１地先 

  
苗間一丁目１５番１０地先 

市道第６－１３４号線 
苗間一丁目１番７地先 

  
苗間一丁目１番５地先 

市道第６－１３５号線 
苗間一丁目２番７地先 

  
苗間一丁目１４番５地先 

市道第６－１３６号線 
苗間一丁目２番１１地先 

  
苗間一丁目３番３地先 

市道第６－１３７号線 
苗間一丁目１３番１地先 

  
苗間一丁目１３番１７地先 

市道第６－１３８号線 
苗間一丁目４番１地先 

  
苗間一丁目１０番２地先 

市道第６－１３９号線 
苗間一丁目４番２地先 

  
苗間一丁目４番２地先 

市道第６－１４１号線 
苗間一丁目５番１地先 

  
苗間一丁目７番５地先 

市道第６－１４２号線 
苗間一丁目５番１地先 

  
苗間一丁目１１番１１地先 

市道第６－１４３号線 
苗間一丁目６番１地先 

  
苗間一丁目６番９地先 

市道第６－１４４号線 
苗間一丁目７番１地先 

  
苗間一丁目７番７地先 

市道第６－１４５号線 
苗間一丁目９番１地先 

  
苗間一丁目９番７地先 

市道第６－１４６号線 
苗間一丁目８番１地先 

  
苗間一丁目８番１２地先 

市道第６－１４７号線 
苗間一丁目７番５地先 

  
うれし野二丁目１０番３地先 

市道第６－１４８号線 
苗間一丁目１０番７地先 

  
苗間一丁目８番５地先 

市道第６－１４９号線 
苗間一丁目８番１２地先 

  
うれし野二丁目１０番３地先 

市道第６－１５０号線 
大井一丁目１番１地先 

  
うれし野一丁目１番１１地先 

市道第６－１５１号線 
うれし野一丁目１番１地先 

  
うれし野一丁目１番１３地先 

市道第６－１５２号線 うれし野一丁目３番１地先   



うれし野一丁目２番６地先 

市道第６－１５３号線 
うれし野一丁目３番１３地先 

  
うれし野一丁目１０番１地先 

市道第６－１５４号線 
うれし野一丁目４番１地先 

  
うれし野一丁目８番１３地先 

市道第６－１５５号線 
うれし野一丁目５番１地先 

  
うれし野一丁目７番７地先 

市道第６－１５６号線 
うれし野二丁目１番１地先 

  
市沢三丁目１番３地先 

市道第６－１５７号線 
うれし野二丁目１番２地先 

  
うれし野二丁目１番９地先 

市道第６－１５８号線 
うれし野二丁目２番１地先 

  
うれし野二丁目２番１地先 

市道第６－１５９号線 
うれし野二丁目１７番３地先 

  
うれし野二丁目１６番７地先 

市道第６－１６０号線 
うれし野二丁目４番１地先 

  
うれし野二丁目４番１０地先 

市道第６－１６１号線 
うれし野二丁目５番１地先 

  
市沢一丁目６番１０地先 

市道第６－１６２号線 
うれし野二丁目６番２地先 

  
うれし野二丁目６番１地先 

市道第６－１６３号線 
うれし野二丁目７番１地先 

  
うれし野二丁目７番７地先 

市道第６－１６４号線 
うれし野二丁目８番１地先 

  
うれし野二丁目９番１地先 

市道第６－１６５号線 
うれし野二丁目７番２地先 

  
うれし野二丁目１０番３地先 

市道第６－１６６号線 
うれし野二丁目８番１地先 

  
うれし野二丁目８番４地先 

市道第６－１６７号線 
うれし野二丁目１０番３地先 

  
うれし野二丁目１０番２地先 

市道第６－１６８号線 
うれし野二丁目１１番４地先 

  
うれし野二丁目１３番１地先 

市道第６－１６９号線 
うれし野二丁目１２番１地先 

  
うれし野二丁目１２番１地先 

市道第６－１７０号線 
うれし野二丁目１１番１地先 

  
うれし野二丁目１１番５地先 



市道第６－１７１号線 
うれし野二丁目１３番１地先 

  
うれし野二丁目１０番３地先 

市道第６－１７２号線 
苗間字神明後２９５番１地先 

  
苗間字神明後２９９番１地先 

市道第６－１７３号線 
苗間字神明前４８４番２０地先 

  
苗間字神明前４８４番１８地先 

市道第６－１７４号線 
苗間字神明後３４４番６地先 

  
苗間字神明後３５３番１地先 

市道第６－１７５号線 
苗間字神明後３７４番３１地先 

  
苗間字神明後３７４番２３地先 

市道第６－１７６号線 
苗間字神明後３７４番３１地先 

  
苗間字神明後３７４番８地先 

市道第６－１７７号線 
苗間字東久保５７９番６地先 

  
苗間字東久保５７８番８地先 

市道第６－１７８号線 
苗間字東久保７２５番９地先 

  
苗間字東久保７２５番１２地先 

市道第６－１７９号線 
苗間字東久保７３２番９地先 

  
苗間字東久保７３２番１１地先 

市道第６－１８０号線 
苗間字神明後２３５番１４地先 

  
苗間字神明後２３５番１１地先 

市道第６－１８１号線 
苗間字神明後３０６番２６地先 

  
苗間字神明後３１０番１地先 

市道第６－１８２号線 
苗間字街道西３１番１４地先 

  
苗間字街道西３１番１５地先 

市道第６－１８３号線 
苗間字神明前５０７番１１地先 

  
苗間字神明前５０９番１６地先 

市道第６－１８４号線 
苗間字神明後３４２番１地先 

  
苗間字神明後３４２番１０地先 

市道第６－１８５号線 
苗間字東久保５７０番５地先 

  
苗間字東久保５７０番２１地先 

市道第６－１８６号線 
苗間字神明後２８３番１０地先 

  
苗間字神明後２９２番１２地先 

市道第６－１８７号線 
苗間字神明後２４０番１地先 

  
苗間字神明後２４０番１地先 

市道第６－１８８号線 
苗間字神明後３４５番２５地先 

  
苗間字神明後３４５番２６地先 

市道第６－１８９号線 苗間字神明前５６５番１３地先   



苗間字神明前５６５番９地先 

市道第６－１９０号線 
苗間字神明後３５５番１９地先 

  
苗間字神明後３５５番１地先 

市道第６－１９１号線 
苗間字街道西１８番７１地先 

  
苗間字街道西１８番６８地先 

市道第６－１９２号線 
苗間字神明前２８５番２地先 

  
苗間字神明前２８５番１０地先 

市道第７－２号線 
苗間字街道西１番１地先 

  
苗間字街道西５１番１地先 

市道第７－３号線 
大井字小田久保１１５９番３地先 

  
大井字小田久保１１７７番１地先 

市道第７－４号線 
大井字小田久保１１５９番１地先 

  
大井字小田久保１１５９番１地先 

市道第７－５号線 
大井字小田久保１１６３番７地先 

  
大井字小田久保１１６１番１地先 

市道第７－６号線 
大井字小田久保１１６３番８地先 

  
大井字小田久保１１６６番地先 

市道第７－９号線 
大井字小田久保１１４３番１地先 

  
大井字小田久保１１７５番３地先 

市道第７－１０号線 
大井字小田久保１１２９番１地先 

  
大井字小田久保１１４０番１地先 

市道第７－１１号線 
大井字小田久保１１４０番１地先 

  
大井字小田久保１１３０番地先 

市道第７－１２号線 
大井字小田久保１１３７番地先 

  
大井字小田久保１１３７番地先 

市道第７－１３号線 
大井字小田久保１１３１番地先 

  
大井字小田久保１１３１番地先 

市道第７－１４号線 
大井字小田久保１１５１番１地先 

  
大井字小田久保１１３３番１地先 

市道第７－１５号線 
大井字小田久保１１７４番地先 

  
大井字小田久保１１７４番地先 

市道第７－１６号線 
大井字小田久保１１７３番１地先 

  
大井字小田久保１１７９番地先 

市道第７－１７号線 
大井字小田久保１１９８番３地先 

  
大井字小田久保１２０５番地先 

市道第７－１８号線 
大井字小田久保１２２５番地先 

  
大井字小田久保１２２５番地先 



市道第７－１９号線 
大井字西原１１２５番３地先 

  
大井字小田久保１２３２番１地先 

市道第７－２０号線 
大井字西原１０９４番地先 

  
大井字西原１０９４番地先 

市道第７－２１号線 
大井字西原１１２６番６地先 

  
大井字西原１０７９番１地先 

市道第７－２２号線 
大井字西原１１２５番４地先 

  
大井字西原１０９０番２地先 

市道第７－２３号線 
大井字西原１１１９番地先 

  
大井字西原１１０９番地先 

市道第７－２４号線 
大井字西原１１１５番２地先 

  
大井字西原１１１１番１地先 

市道第７－２５号線 
大井字西原１１１４番１地先 

  
大井字西原１０７４番１地先 

市道第７－２６号線 
大井字西原１０４４番２地先 

  
大井字西原１０４４番２地先 

市道第７－２７号線 
大井字西原１０４４番２地先 

  
大井字西原１０４４番１地先 

市道第７－２８号線 
大井字西原１０４６番１地先 

  
大井字西原１０４７番２地先 

市道第７－２９号線 
大井字西原１０４１番４地先 

  
大井字西原１０４７番１地先 

市道第７－３０号線 
大井字西原１０５３番１地先 

  
大井字西原１０６２番地先 

市道第７－３１号線 
大井字西原１０３３番１地先 

  
大井字西原１０３７番１地先 

市道第７－３２号線 
大井字西原１０５５番４地先 

  
大井字西原１０５８番地先 

市道第７－３３号線 
大井字西原１０５６番１地先 

  
大井字西原１０５３番２地先 

市道第７－３４号線 
大井字西原１０６９番１地先 

  
大井字西原１０６９番１地先 

市道第７－３５号線 
大井字西原１０３２番１９地先 

  
大井字西原１０３２番９地先 

市道第７－３６号線 
大井字小田久保１２０７番３地先 

  
大井字西原１０６８番２地先 

市道第７－３７号線 大井字小田久保１２９１番１地先   



大井字小田久保１２９１番３地先 

市道第７－３８号線 
大井字小田久保１２９０番１地先 

  
大井字小田久保１２９１番２地先 

市道第７－３９号線 
大井字小田久保１２４２番地先 

  
大井字小田久保１２４０番地先 

市道第７－４０号線 
大井字小田久保１２１８番地先 

  
大井字小田久保１２１４番２地先 

市道第７－４１号線 
大井字西原１０３０番２地先 

  
大井字西原１０２９番２地先 

市道第７－４２号線 
大井字西原９８７番地先 

  
大井字西原１０２６番地先 

市道第７－４３号線 
大井字西原９８５番１地先 

  
大井字西原９８５番１地先 

市道第７－４４号線 
大井字西原９６４番２地先 

  
大井字西原９９０番地先 

市道第７－４５号線 
大井字西原９９３番地先 

  
大井字西原９９３番地先 

市道第７－４６号線 
大井字西原９８０番２地先 

  
大井字西原９７０番地先 

市道第７－４７号線 
大井字西原９６７番地先 

  
大井字西原９６２番２地先 

市道第７－４８号線 
大井字西原９７４番地先 

  
大井字西原９７４番地先 

市道第７－４９号線 
大井字西原９７０番地先 

  
大井字西原９７０番地先 

市道第７－５０号線 
大井字西原９４６番１地先 

  
大井字小田久保１２７９番１地先 

市道第７－５１号線 
大井字小田久保１２８０番１地先 

  
大井字小田久保１２８４番地先 

市道第７－５２号線 
大井字小田久保１２７９番１地先 

  
大井字小田久保１２７９番１地先 

市道第７－５３号線 
大井字小田久保１２７３番１地先 

  
大井字小田久保１２７３番１地先 

市道第７－５４号線 
大井字小田久保１２７２番１地先 

  
大井字小田久保１２７２番１地先 

市道第７－５５号線 
大井字小田久保１２６５番１地先 

  
大井字小田久保１２６７番１地先 



市道第７－５６号線 
大井字小田久保１２４６番１地先 

  
大井字小田久保１２４６番１地先 

市道第７－５７号線 
大井字小田久保１２６０番地先 

  
大井字小田久保１２６８番地先 

市道第７－５８号線 
大井字小田久保１２５０番３地先 

  
大井字小田久保１２５０番１地先 

市道第７－５９号線 
大井字西原１０２３番２地先 

  
大井字西台８９４番１地先 

市道第７－６０号線 
大井字西原９９９番地先 

  
大井字西原１０２２番１５地先 

市道第７－６２号線 
大井字西原１０１７番地先 

  
大井字西原１０１７番地先 

市道第７－６３号線 
大井字西原１０１１番地先 

  
大井字西原１０１１番地先 

市道第７－６４号線 
大井字西原１００７番地先 

  
大井字西原１００５番１地先 

市道第７－６５号線 
大井字西原９５２番地先 

  
大井字西原１００３番１地先 

市道第７－６６号線 
大井字西台９２８番２４地先 

  
大井字西台９４５番２地先 

市道第７－６７号線 
大井字西台９０９番８地先 

  
大井字西台９０２番１地先 

市道第７－６８号線 
大井字西台８５６番１地先 

  
大井字西台８９３番１地先 

市道第７－６９号線 
大井字西台８７９番１地先 

  
大井字西台８４０番地先 

市道第７－７０号線 
大井字西台８８４番地先 

  
大井字西台８８４番地先 

市道第７－７１号線 
大井字西台８８５番地先 

  
大井字西台８８５番地先 

市道第７－７２号線 
大井字西台８６３番地先 

  
大井字西台８５１番４地先 

市道第７－７３号線 
大井字西台８６７番１地先 

  
大井字西台８４９番１地先 

市道第７－７４号線 
大井字西台８７２番地先 

  
大井字西台８４７番１地先 

市道第７－７５号線 大井字西台８３７番７地先   



大井字西台８３７番２地先 

市道第７－７６号線 
大井字西台８３６番１地先 

  
大井字西台８３６番１地先 

市道第７－７７号線 
大井字西台８２９番１地先 

  
大井字西台８２９番３地先 

市道第７－７８号線 
大井字西台８２２番７地先 

  
大井字西台８２５番地先 

市道第７－１３４号線 
大井字東原２３５番１地先 

  
大井字東原２３５番１地先 

市道第７－１４９号線 
大井字東原２４８番４地先 

  
大井字東原２６３番１地先 

市道第７－１５０号線 
大井字東原２３６番１地先 

  
大井字東台５９２番地先 

市道第７－１５１号線 
大井字東台６７７番地先 

  
大井字東台６９８番５地先 

市道第７－１５２号線 
大井字東台６９４番１地先 

  
大井字東台６９４番１地先 

市道第７－１５３号線 
大井字東台６７６番１地先 

  
大井字東台６７４番１地先 

市道第７－１５４号線 
大井字東台６４６番１地先 

  
大井字東台６４７番１地先 

市道第７－１５５号線 
大井字東台６６４番１５地先 

  
大井字市沢５１４番１２地先 

市道第７－１５６号線 
大井字東台６４８番１４地先 

  
大井字東台６４９番４地先 

市道第７－１５７号線 
大井字東台５９５番２地先 

  
大井字東台５９５番１地先 

市道第７－１５８号線 
大井字東台５９９番３地先 

  
大井字東台５９９番３地先 

市道第７－１５９号線 
大井字東原２２６番１地先 

  
大井字東台５９８番２地先 

市道第７－１６０号線 
大井字東台７９２番３８地先 

  
大井字東台７９３番１地先 

市道第７－１６１号線 
大井字東台８０８番１地先 

  
大井字東台７８８番１地先 

市道第７－１６２号線 
大井字東台８１０番１地先 

  
大井字東台７７４番地先 



市道第７－１６３号線 
大井字東台７８０番地先 

  
大井字東台７８０番地先 

市道第７－１６４号線 
大井字東台７８７番１地先 

  
大井字東台７８７番１地先 

市道第７－１６５号線 
大井字東台７０１番３地先 

  
大井字東台７５８番２地先 

市道第７－１６６号線 
大井字東台７３９番１地先 

  
大井字東台７３９番１地先 

市道第７－１６７号線 
大井字東台７３０番２地先 

  
大井字東台７３０番２地先 

市道第７－１６８号線 
大井字東台７４３番１地先 

  
大井字東台７２２番３地先 

市道第７－１６９号線 
大井字東台７４５番地先 

  
大井字東台７４５番地先 

市道第７－１７０号線 
大井字東台７５２番３地先 

  
大井字東台７５４番地先 

市道第７－１７１号線 
大井字東台７０７番３地先 

  
大井字東台７４９番２地先 

市道第７－１７２号線 
大井字東台７０７番５９地先 

  
大井字東台７０７番６５地先 

市道第７－１７３号線 
大井字東台７０７番４１地先 

  
大井字東台７０７番４９地先 

市道第７－１７４号線 
大井字東台７０８番７地先 

  
大井字東台７０７番２８地先 

市道第７－１７５号線 
大井字東台７３３番地先 

  
大井字東台７３３番地先 

市道第７－１７６号線 
大井字東台７０７番３１地先 

  
大井字東台７０７番２８地先 

市道第７－１７７号線 
大井字東台７２９番地先 

  
大井字東台７２９番地先 

市道第７－１７８号線 
大井字東台７２４番地先 

  
大井字東台７２２番１地先 

市道第７－１８１号線 
大井字東台７１６番２地先 

  
大井字東台７１６番２地先 

市道第７－１８２号線 
大井字東台６６１番５地先 

  
大井字東台６５９番３地先 

市道第７－１８３号線 大井字東台６５１番４地先   



大井字東台６１８番地先 

市道第７－１８４号線 
大井字東台６１４番３地先 

  
大井字東台６２０番地先 

市道第７－１８５号線 
大井字東台６０１番１地先 

  
大井字東台６０８番地先 

市道第７－１８７号線 
大井字西原１１０７番１地先 

  
大井字西原１１０７番１地先 

市道第７－１８８号線 
大井字小田久保１２８０番１地先 

  
大井字小田久保１２８７番地先 

市道第７－１８９号線 
大井字東台６５１番１地先 

  
大井字東台６５１番１地先 

市道第７－１９０号線 
大井字東台６３９番１８地先 

  
大井字東台６３９番３地先 

市道第７－１９１号線 
うれし野一丁目１２番１地先 

  
うれし野一丁目１０番１地先 

市道第７－１９２号線 
うれし野一丁目１２番９地先 

  
うれし野一丁目２番４地先 

市道第７－１９３号線 
うれし野一丁目９番５地先 

  
うれし野一丁目９番５地先 

市道第７－１９４号線 
うれし野一丁目３番１８地先 

  
うれし野一丁目３番８地先 

市道第７－１９５号線 
うれし野一丁目４番１０地先 

  
うれし野一丁目４番３地先 

市道第７－１９６号線 
うれし野一丁目５番１地先 

  
うれし野一丁目５番２地先 

市道第７－１９８号線 
うれし野二丁目１５番１地先 

  
うれし野二丁目１４番２７地先 

市道第７－１９９号線 
うれし野二丁目１５番１地先 

  
うれし野二丁目１５番１１地先 

市道第７－２００号線 
市沢一丁目７番１地先 

  
市沢一丁目７番１４地先 

市道第７－２０１号線 
市沢一丁目８番１地先 

  
市沢一丁目１４番１３地先 

市道第７－２０２号線 
市沢一丁目９番１地先 

  
市沢一丁目１２番１３地先 

市道第７－２０３号線 
市沢一丁目１０番１地先 

  
市沢一丁目１０番１０地先 



市道第７－２０４号線 
市沢一丁目１１番１地先 

  
市沢一丁目１１番１４地先 

市道第７－２０５号線 
大井一丁目２番１６地先 

  
大井一丁目２番１０地先 

市道第７－２０６号線 
大井一丁目３番１７地先 

  
大井一丁目３番８地先 

市道第７－２０７号線 
大井一丁目４番１地先 

  
大井一丁目７番９地先 

市道第７－２０８号線 
大井一丁目５番９地先 

  
大井一丁目５番９地先 

市道第７－２０９号線 
大井一丁目４番４地先 

  
大井一丁目４番４地先 

市道第７－２１０号線 
大井一丁目６番１３地先 

  
大井一丁目６番１２地先 

市道第７－２１１号線 
大井一丁目８番１４地先 

  
大井一丁目８番８地先 

市道第７－２１２号線 
大井一丁目１０番１地先 

  
大井字東台７０１番１１地先 

市道第７－２１３号線 
大井一丁目９番５地先 

  
大井一丁目９番３地先 

市道第７－２１４号線 
大井二丁目５番２地先 

  
大井二丁目１０番６地先 

市道第７－２１５号線 
大井二丁目２番１地先 

  
大井二丁目２番８地先 

市道第７－２１６号線 
大井二丁目４番１地先 

  
大井二丁目４番１３地先 

市道第７－２１７号線 
大井二丁目５番６地先 

  
大井二丁目６番８地先 

市道第７－２１８号線 
大井二丁目５番５地先 

  
大井二丁目５番３地先 

市道第７－２１９号線 
大井二丁目１番８地先 

  
大井二丁目６番７地先 

市道第７－２２０号線 
大井二丁目２０番１０地先 

  
大井二丁目２０番１２地先 

市道第７－２２１号線 
大井二丁目１９番１地先 

  
大井二丁目１９番２６地先 

市道第７－２２２号線 大井二丁目１８番１地先   



大井二丁目１７番９地先 

市道第７－２２３号線 
大井二丁目１８番２０地先 

  
大井二丁目１８番４地先 

市道第７－２２４号線 
大井二丁目３番１１地先 

  
大井二丁目９番３地先 

市道第７－２２５号線 
大井二丁目８番１地先 

  
大井二丁目８番１３地先 

市道第７－２２６号線 
大井二丁目７番１地先 

  
大井二丁目７番６地先 

市道第７－２２７号線 
大井二丁目３番１０地先 

  
大井二丁目７番５地先 

市道第７－２２８号線 
大井二丁目１０番１地先 

  
大井二丁目１０番６地先 

市道第７－２２９号線 
大井二丁目１５番１２地先 

  
大井二丁目１４番７地先 

市道第７－２３０号線 
大井二丁目１２番１地先 

  
大井二丁目１２番１２地先 

市道第７－２３２号線 
大井二丁目１５番７地先 

  
大井二丁目１１番５地先 

市道第７－２３３号線 
大井二丁目１３番１地先 

  
大井字東原２６３番１地先 

市道第７－２３４号線 
うれし野二丁目１８番１４地先 

  
市沢三丁目１番１地先 

市道第７－２３５号線 
市沢一丁目２番１地先 

  
市沢一丁目３番１７地先 

市道第７－２３６号線 
市沢一丁目３番１地先 

  
市沢一丁目３番２１地先 

市道第７－２３７号線 
市沢一丁目１８番１地先 

  
市沢一丁目１８番１６地先 

市道第７－２３８号線 
市沢一丁目４番８地先 

  
市沢一丁目１６番５地先 

市道第７－２４０号線 
市沢一丁目１６番１地先 

  
市沢一丁目１６番６地先 

市道第７－２４１号線 
市沢一丁目１７番１地先 

  
市沢一丁目１７番１８地先 

市道第７－２４２号線 
市沢一丁目１番８地先 

  
市沢一丁目１７番１０地先 



市道第７－２４３号線 
市沢二丁目２番１地先 

  
市沢二丁目２番６地先 

市道第７－２４５号線 
市沢二丁目７番２地先 

  
市沢二丁目９番９地先 

市道第７－２４６号線 
市沢二丁目３番１地先 

  
市沢二丁目６番１９地先 

市道第７－２４８号線 
市沢二丁目４番１地先 

  
市沢二丁目４番５地先 

市道第７－２４９号線 
市沢二丁目５番４地先 

  
市沢二丁目５番５地先 

市道第７－２５０号線 
市沢二丁目７番６地先 

  
市沢二丁目６番１１地先 

市道第７－２５１号線 
市沢二丁目１０番１地先 

  
市沢二丁目１０番１０地先 

市道第７－２５２号線 
市沢二丁目１１番１７地先 

  
市沢二丁目１１番８地先 

市道第７－２５３号線 
市沢二丁目１２番１地先 

  
市沢二丁目１４番８地先 

市道第７－２５４号線 
市沢二丁目１２番８地先 

  
市沢二丁目１２番４地先 

市道第７－２５５号線 
市沢一丁目７番６地先 

  
市沢一丁目７番１２地先 

市道第７－２５６号線 
市沢一丁目８番８地先 

  
市沢一丁目８番９地先 

市道第７－２５７号線 
市沢一丁目１０番９地先 

  
市沢一丁目１０番７地先 

市道第７－２５８号線 
市沢一丁目１２番４地先 

  
市沢一丁目１２番１地先 

市道第７－２５９号線 
市沢一丁目１４番１２地先 

  
市沢一丁目１１番１７地先 

市道第７－２６０号線 
市沢三丁目７番１地先 

  
市沢三丁目５番１地先 

市道第７－２６１号線 
市沢二丁目１３番６地先 

  
市沢二丁目１３番６地先 

市道第７－２６４号線 
市沢三丁目５０９番地先 

  
大井字東台５９８番２地先 

市道第７－２６５号線 市沢三丁目４番１地先   



市沢三丁目５番１４地先 

市道第７－２６６号線 
市沢三丁目３番１地先 

  
市沢三丁目３番１地先 

市道第７－２６７号線 
市沢三丁目２番２０地先 

  
市沢三丁目５番４地先 

市道第７－２６９号線 
大井一丁目９番１地先 

  
大井一丁目１０番１地先 

市道第７－２７０号線 
市沢三丁目６番１地先 

  
市沢三丁目６番７地先 

市道第７－２７１号線 
市沢三丁目７番１３地先 

  
市沢三丁目６番７地先 

市道第７－２７２号線 
大井字東台６６２番２０地先 

  
大井字東台６６２番４地先 

市道第７－２７３号線 
大井字東台６６２番１３地先 

  
大井字東台６６２番１２地先 

市道第７－２７４号線 
大井字東台６６２番４６地先 

  
大井字東台６６２番４０地先 

市道第７－２７５号線 
大井一丁目３番３４地先 

  
大井一丁目３番２７地先 

市道第７－２７６号線 
大井字東台７２５番２地先 

  
大井字東台７１６番１地先 

市道第７－２７７号線 
市沢三丁目２番１８地先 

  
市沢三丁目２番２０地先 

市道第７－２７８号線 
大井字東台７１６番１地先 

  
大井字東台７１６番１地先 

市道第７－２７９号線 
市沢一丁目１１番２４地先 

  
市沢一丁目１１番１４地先 

市道第７－２８０号線 
大井二丁目１６番１５地先 

  
大井二丁目１６番１６地先 

市道第７－２８１号線 
うれし野一丁目８番６地先 

  
うれし野一丁目８番６地先 

市道第７－２８２号線 
大井二丁目２０番１８地先 

  
大井二丁目２０番２４地先 

市道第７－２８３号線 
大井二丁目１６番２０地先 

  
大井二丁目１６番２５地先 

市道第７－２８４号線 
市沢一丁目３番９地先 

  
市沢一丁目３番３８地先 



市道第７－２８５号線 
大井二丁目２０番３８地先 

  
大井二丁目２０番３４地先 

市道第３号線 
福岡字立堀５８４番地先 

  
福岡字立堀５７８番地先 

市道第４号線 
福岡字立堀５５８番地先 

  
福岡字立堀５７５番地先 

市道第５号線 
福岡字立堀５６９番１地先 

  
福岡字立堀５７６番地先 

市道第６号線 
福岡字立堀５６３番地先 

  
福岡字立堀５３６番１地先 

市道第７号線 
福岡字立堀５４３番地先 

  
福岡字立堀５５４番地先 

市道第８号線 
福岡字立堀５２４番１地先 

  
福岡字立堀５４４番地先 

市道第９号線 
福岡字立堀５１９番１地先 

  
福岡字立堀５３５番地先 

市道第１０号線 
福岡字立堀５２１番地先 

  
福岡字立堀５２２番地先 

市道第１１号線 
福岡字立堀５１９番１地先 

  
福岡字立堀５２０番地先 

市道第１２号線 
福岡字後田５１４番１地先 

  
福岡字天神廻２２５番１地先 

市道第１３号線 
福岡字後田５１２番６地先 

  
福岡字後田４１９番地先 

市道第１４号線 
福岡字後田３７６番１地先 

  
福岡字後田４３４番地先 

市道第１５号線 
福岡字後田４１２番地先 

  
福岡字後田４１９番地先 

市道第１６号線 
福岡字後田４０５番地先 

  
福岡字後田４２１番地先 

市道第１７号線 
福岡字後田３９８番地先 

  
福岡字後田４０２番地先 

市道第１８号線 
福岡字後田３９５番地先 

  
福岡字後田３１４番１地先 

市道第１９号線 
福岡字後田２９５番地先 

  
福岡字天神廻２６１番１地先 

市道第２０号線 福岡字天神廻２８４番地先   



福岡字天神廻２９４番地先 

市道第２１号線 
福岡字後田５０７番１地先 

  
福岡字天神廻１８３番地先 

市道第２２号線 
福岡字後田３０７番地先 

  
福岡字川袋６２番地先 

市道第２３号線 
福岡字後田５０１番１地先 

  
福岡字川袋６７番１地先 

市道第２４号線 
福岡字後田４９６番１地先 

  
福岡字川袋４５番地先 

市道第２５号線 
福岡字後田４７５番１地先 

  
福岡字後田４９３番１地先 

市道第２６号線 
福岡字後田４６７番２地先 

  
福岡字後田４６８番２地先 

市道第２７号線 
福岡字後田３６９番１地先 

  
福岡字後田３３７番地先 

市道第２８号線 
福岡字後田３２０番１地先 

  
福岡字天神廻２５６番地先 

市道第２９号線 
福岡字後田３２６番１地先 

  
福岡字天神廻２４０番地先 

市道第３０号線 
福岡字天神廻１６１番地先 

  
福岡字天神廻２０３番地先 

市道第３１号線 
福岡字天神廻１６２番地先 

  
福岡字天神廻１４６番地先 

市道第３２号線 
福岡字天神廻１２９番地先 

  
福岡字川袋１１１番地先 

市道第３３号線 
福岡字川袋９１番地先 

  
福岡字川袋７５番地先 

市道第３４号線 
福岡字川袋４６番地先 

  
福岡字川袋５８番地先 

市道第３７号線 
駒林字竹之下１１６９番地先 

  
駒林字北伊佐島１１４０番地先 

市道第３８号線 
駒林字南伊佐島１１７０番地先 

  
駒林字南伊佐島１１７４番地先 

市道第４０号線 
駒林字南伊佐島１１７９番１地先 

  
駒林字南伊佐島１１８４番１地先 

市道第４１号線 
駒林字南伊佐島１１９０番１地先 

  
駒林字向田１１９６番１地先 



市道第４２号線 
駒林字向田１２０９番１地先 

  
駒林字向田１２０３番１地先 

市道第４３号線 
駒林字北谷１０４９番１地先 

  
駒林字北谷１０３２番２地先 

市道第４４号線 
駒林字堤１２２５番１地先 

  
駒林字向田１２１５番１地先 

市道第４５号線 
駒林字谷田１０１７番１地先 

  
駒林字谷田１００７番地先 

市道第４６号線 
駒林字谷田９９５番１地先 

  
福岡新田字向２６９番１地先 

市道第４７号線 
福岡新田字向２６４番１地先 

  
駒林字伏尾１０６６番地先 

市道第４８号線 
福岡新田字西川通２３６番１地先 

  
福岡新田字東川通２５８番地先 

市道第４９号線 
福岡新田字西川通２０１番１地先 

  
駒林字向１３０２番３地先 

市道第５０号線 
福岡新田字西川通２３７番１地先 

  
福岡字川通８６９番１地先 

市道第５１号線 
福岡新田字西川通２１３番１地先 

  
福岡字西角８８６番地先 

市道第５２号線 
福岡新田字西川通１８４番１地先 

  
福岡新田字谷中１４６番地先 

市道第５３号線 
福岡新田字西川通１３１番２地先 

  
福岡新田字西川通２４６番１地先 

市道第５４号線 
福岡新田字谷中１３２番１地先 

  
福岡字川通８６３番地先 

市道第５５号線 
福岡新田字北谷９４番１地先 

  
福岡新田字北谷８６番１地先 

市道第５６号線 
福岡新田字北谷７３番３地先 

  
福岡新田字北谷９７番１地先 

市道第５７号線 
福岡新田字北谷７４番１地先 

  
福岡新田字北谷９８番１地先 

市道第５８号線 
福岡新田字北谷７９番１地先 

  
福岡新田字北谷９８番１地先 

市道第５９号線 
福岡字雷９２９番１地先 

  
福岡字雷９３６番２地先 

市道第６０号線 福岡字雷９４３番１地先   



中福岡字宮田８７番１地先 

市道第６１号線 
福岡字雷９７４番１地先 

  
福岡字雷９２２番１地先 

市道第６２号線 
福岡字雷９５３番１地先 

  
中福岡字宮田１００番１地先 

市道第６３号線 
中福岡字宮田７５番１地先 

  
中福岡字宮田７０番１地先 

市道第６４号線 
中福岡字宮田５７番１地先 

  
中福岡字宮田５３番２地先 

市道第６５号線 
中福岡字宮田４４番２地先 

  
中福岡字宮田６７番１地先 

市道第６６号線 
中福岡字宮田４２番１地先 

  
中福岡字宮田４１番２地先 

市道第６８号線 
中福岡字宮田３８番１地先 

  
中福岡字宮田３８番２地先 

市道第７１号線 
福岡字雷９７０番２地先 

  
福岡字雷９６３番１地先 

市道第７２号線 
中福岡字宮田１１０番２地先 

  
福岡字雷９８５番１地先 

市道第７３号線 
中福岡字宮田１２８番１地先 

  
中福岡字宮田１２１番１地先 

市道第７５号線 
中福岡字上六反田２１３番１地先 

  
中福岡字丸橋３４番１地先 

市道第７６号線 
中福岡字宮田１０７番１地先 

  
中福岡字上六反田２２３番１地先 

市道第７７号線 
福岡新田字折本２９番１地先 

  
福岡新田字折本２６番１地先 

市道第７８号線 
福岡新田字折本３０番地先 

  
福岡新田字折本２５番１地先 

市道第７９号線 
福岡新田字折本３０番地先 

  
福岡新田字北谷６６番１地先 

市道第８０号線 
上福岡二丁目１５７９番３地先 

  
福岡字立堀５１９番１地先 

市道第８１号線 
福岡新田字折本１１番１地先 

  
福岡新田字折本１８番１地先 

市道第８２号線 
中福岡字上六反田２５７番地先 

  
福岡新田字折本４番１地先 



市道第８３号線 
中福岡字上六反田２７１番地先 

  
中福岡字上六反田２６４番１地先 

市道第８４号線 
谷田一丁目１番２５地先 

  
福岡新田字北谷９３番１地先 

市道第８５号線 
仲三丁目２番８地先 

  
谷田二丁目７番１地先 

市道第８６号線 
仲三丁目１番２５地先 

  
谷田二丁目４番２地先 

市道第８８号線 
福岡新田字西川通２０４番１地先 

  
福岡新田字西川通２０９番１地先 

市道第８９号線 

福岡新田字谷中１６７番１地先 

  福岡新田字西川通１７５１番１地

先 

市道第９０号線 
福岡新田字谷中１６６番１地先 

  
福岡新田字谷中１２２番４地先 

市道第９１号線 
谷田二丁目７番４地先 

  
谷田二丁目６番７地先 

市道第９２号線 
谷田二丁目８番２５地先 

  
谷田二丁目５番９地先 

市道第９３号線 
谷田二丁目３番３地先 

  
谷田一丁目１番２０地先 

市道第９４号線 
仲三丁目４番２４地先 

  
仲三丁目２番１地先 

市道第９５号線 
谷田一丁目１番７地先 

  
中福岡字赤沼３０６番１地先 

市道第９６号線 
谷田一丁目１番１０地先 

  
中福岡字赤沼２９７番地先 

市道第９７号線 
駒林字鷺森７９番地先 

  
中ノ島一丁目３番１３地先 

市道第９８号線 
駒林字堤下９６５番１地先 

  
水宮３５７番１地先 

市道第９９号線 
水宮３５３番２地先 

  
水宮３５１番２地先 

市道第１００号線 
谷田二丁目１番２地先 

  
仲三丁目６番８地先 

市道第１０１号線 
水宮３５１番２９地先 

  
水宮３５１番２５地先 



市道第１０２号線 
水宮３５２番２２地先 

  
水宮３５１番２地先 

市道第１０３号線 
駒林字宮元９３８番地先 

  
水宮３７７番１０地先 

市道第１０４号線 
谷田二丁目２番１地先 

  
谷田二丁目１番４地先 

市道第１０５号線 
水宮３７７番６地先 

  
水宮３７７番１３地先 

市道第１０６号線 
水宮３７４番６地先 

  
水宮３８０番１１地先 

市道第１０７号線 
水宮３８０番７地先 

  
水宮３８０番１７地先 

市道第１０８号線 
水宮３８０番８地先 

  
水宮３８５番１１地先 

市道第１０９号線 
仲三丁目５番１０地先 

  
谷田二丁目２番１９地先 

市道第１１０号線 
水宮３８５番６地先 

  
水宮３８５番１０地先 

市道第１１１号線 
水宮３８５番８地先 

  
水宮３８５番１２地先 

市道第１１２号線 
仲三丁目６番１２地先 

  
仲三丁目５番６地先 

市道第１１３号線 
水宮３８９番８地先 

  
水宮３９１番１５地先 

市道第１１４号線 
水宮３９２番１地先 

  
水宮３９４番地先 

市道第１１５号線 
福岡新田字西川通２１０番１地先 

  
水宮３９２番１地先 

市道第１１６号線 
福岡新田字向２６３番１地先 

  
駒林字宮元８８８番地先 

市道第１１７号線 
駒林字宮元８９６番地先 

  
駒林字宮元９５８番１地先 

市道第１１９号線 
駒林字宮元９０２番地先 

  
駒林字宮元９０１番地先 

市道第１２０号線 
駒林字壱丁田１２４３番４地先 

  
駒林字堤１２３３番２地先 

市道第１２１号線 駒林字壱丁田１２５５番１地先   



駒林字高平１２９４番３地先 

市道第１２３号線 
駒林字高平１２９３番４地先 

  
駒林字壱丁田１２６３番２地先 

市道第１２５号線 
駒林字宮元９５２番１地先 

  
駒林字宮元９４５番１地先 

市道第１２７号線 
駒林字宮元９５１番４地先 

  
駒林字宮元９３１番１地先 

市道第１２８号線 
駒林字鷺森１６番地先 

  
駒林字鷺森５６番地先 

市道第１２９号線 
駒林字市金７７番地先 

  
駒林字鷺森６２番地先 

市道第１３０号線 
駒林字宮元９１０番１地先 

  
駒林字宮元９０９番地先 

市道第１３１号線 
駒林字宮元９０９番地先 

  
駒林字宮元８９２番地先 

市道第１３２号線 
駒林字鷺森２６番地先 

  
駒林字鷺森６３番地先 

市道第１３４号線 
駒林字鷺森７９番地先 

  
駒林字鷺森１２８０番地先 

市道第１３５号線 
駒林字市金８７番地先 

  
駒林字本町１５６番１地先 

市道第１３６号線 
駒林字本町１５７番２地先 

  
駒林字本町１７９番地先 

市道第１３７号線 
駒林字市金１０１番地先 

  
駒林字市金８８番地先 

市道第１３８号線 
駒林字市金１２１番地先 

  
駒林字市金９５番地先 

市道第１３９号線 
駒林字市金１１４番１地先 

  
駒林字市金１２１番地先 

市道第１４０号線 
駒林字本町１２６番地先 

  
駒林字市金１１５番地先 

市道第１４１号線 
駒林字本町１７７番地先 

  
駒林字本町１３９番２地先 

市道第１４２号線 
駒林字本町１６５番１地先 

  
駒林字本町１４９番４地先 

市道第１４３号線 
駒林字寺脇８７５番地先 

  
駒林字寺脇８２６番地先 



市道第１４４号線 
駒林字寺脇８６１番地先 

  
駒林字寺脇８４８番地先 

市道第１４５号線 
駒林字寺脇８５６番地先 

  
本新田３９５番１地先 

市道第１４６号線 
駒林字本町１８７番地先 

  
駒林字本町１８９番２地先 

市道第１４７号線 
駒林字本町１９８番地先 

  
本新田４１１番地先 

市道第１４８号線 
新駒林四丁目７７０番３地先 

  
新駒林四丁目７６１番１３地先 

市道第１４９号線 
駒林字寺脇８８４番２地先 

  
駒林字本町２１２番地先 

市道第１５０号線 
駒林字土橋７７６番地先 

  
駒林字土橋７９７番地先 

市道第１５１号線 
駒林字寺脇８２４番７地先 

  
新駒林四丁目７４３番地先 

市道第１５２号線 
池上３５４番３地先 

  
本新田４２０番１地先 

市道第１５３号線 
築地三丁目４番１４地先 

  
築地三丁目２番１０地先 

市道第１５４号線 
仲二丁目３番１地先 

  
築地三丁目１番２４地先 

市道第１５５号線 
仲一丁目４番２８地先 

  
仲二丁目２番８地先 

市道第１５６号線 
築地二丁目１番１４地先 

  
築地二丁目４番１地先 

市道第１５７号線 
仲一丁目３番９地先 

  
築地二丁目３番９地先 

市道第１５８号線 
中ノ島一丁目３番１地先 

  
築地一丁目３番７地先 

市道第１５９号線 
築地一丁目１番１６地先 

  
築地一丁目２番１０地先 

市道第１６０号線 
長宮一丁目２番３地先 

  
長宮一丁目１番５地先 

市道第１６１号線 
中ノ島一丁目２番２６地先 

  
仲二丁目４番３地先 

市道第１６２号線 仲二丁目１番８地先   



築地一丁目３番１０地先 

市道第１６３号線 
築地一丁目２番９地先 

  
築地三丁目５番９地先 

市道第１６４号線 
築地三丁目２番１２地先 

  
築地二丁目１番１８地先 

市道第１６５号線 
中ノ島一丁目１番１９地先 

  
中ノ島一丁目２番５地先 

市道第１６６号線 
中福岡字百目木１９８番２８地先 

  
中福岡字百目木１９８番１７地先 

市道第１６７号線 
中福岡字百目木１８９番２７地先 

  
中福岡字百目木１９８番３８地先 

市道第１６８号線 
花ノ木一丁目１番２４地先 

  
中福岡字百目木１９６番１３地先 

市道第１６９号線 
中福岡字百目木１９６番１１地先 

  
中福岡字百目木１９６番１４地先 

市道第１７０号線 
中福岡字百目木１８０番２地先 

  
中福岡字百目木１８７番１地先 

市道第１７１号線 
中福岡字百目木１５０番地先 

  
花ノ木二丁目２番６地先 

市道第１７２号線 
中福岡字丸橋３４番１地先 

  
中福岡字百目木１４２番１地先 

市道第１７３号線 
中丸一丁目２番１９地先 

  
中丸一丁目２番８地先 

市道第１７４号線 
中丸一丁目４番４地先 

  
中丸一丁目３番６地先 

市道第１７５号線 
中福岡字丸橋２１番２地先 

  
中福岡字百目木１９１番地先 

市道第１７６号線 
花ノ木一丁目１番１６地先 

  
中福岡字丸橋１９番地先 

市道第１７７号線 
中丸一丁目１番２地先 

  
滝三丁目１番３２地先 

市道第１７８号線 
中丸二丁目２番２地先 

  
中丸二丁目２番３地先 

市道第１７９号線 
滝三丁目１番３４地先 

  
滝三丁目２番１４地先 

市道第１８０号線 
中丸二丁目４番５地先 

  
滝三丁目３番２地先 



市道第１８１号線 
滝三丁目３番２地先 

  
滝三丁目３番３０地先 

市道第１８２号線 
中丸一丁目２番６地先 

  
中丸一丁目２番１０地先 

市道第１８３号線 
中丸一丁目２番８地先 

  
中丸一丁目５番１地先 

市道第１８４号線 
中丸一丁目３番８地先 

  
中丸二丁目１番１地先 

市道第１８５号線 
中丸二丁目２番７地先 

  
中丸二丁目３番２地先 

市道第１８６号線 
中丸二丁目３番１２地先 

  
中丸二丁目４番６地先 

市道第１８８号線 
中福岡字丸橋９９０番地先 

  
中福岡字丸橋２１番２地先 

市道第１８９号線 
長宮一丁目３番９地先 

  
長宮二丁目５番２地先 

市道第１９０号線 
長宮二丁目１番１５地先 

  
長宮二丁目４番２地先 

市道第１９１号線 
長宮二丁目２番８地先 

  
長宮二丁目４番８地先 

市道第１９３号線 
滝二丁目３番９地先 

  
滝二丁目７番１地先 

市道第１９４号線 
滝三丁目３番４０地先 

  
滝三丁目４番２地先 

市道第１９５号線 
滝三丁目４番２地先 

  
滝三丁目４番２地先 

市道第１９６号線 
滝一丁目５番１２地先 

  
滝一丁目６番６地先 

市道第１９８号線 
滝二丁目７番２地先 

  
滝二丁目６番７地先 

市道第１９９号線 
滝一丁目６番４地先 

  
滝一丁目４番６地先 

市道第２００号線 
長宮一丁目４番６地先 

  
滝二丁目５番１５地先 

市道第２０１号線 
滝一丁目４番１地先 

  
滝一丁目３番１７地先 

市道第２０２号線 滝一丁目２番９地先   



福岡二丁目１５００番２地先 

市道第２０３号線 
滝一丁目２番４地先 

  
滝一丁目３番１地先 

市道第２０４号線 
滝一丁目１番８地先 

  
滝一丁目２番１４地先 

市道第２０５号線 
滝二丁目４番３９地先 

  
長宮二丁目３番６地先 

市道第２０６号線 
福岡一丁目１５００番６４地先 

  
長宮一丁目４番６地先 

市道第２０７号線 
西原二丁目５番２３地先 

  
上ノ原三丁目５番９地先 

市道第２０８号線 
西原二丁目６番１地先 

  
上ノ原二丁目４番８地先 

市道第２０９号線 
西原二丁目２番５地先 

  
西原二丁目１番１７地先 

市道第２１０号線 
上ノ原二丁目６番１１地先 

  
上ノ原二丁目７番７地先 

市道第２１１号線 
上ノ原二丁目５番４３地先 

  
上ノ原二丁目４番１１地先 

市道第２１２号線 
上ノ原二丁目５番５０地先 

  
上ノ原二丁目５番４地先 

市道第２１３号線 
西原二丁目１番５地先 

  
上ノ原一丁目６番８地先 

市道第２１４号線 
西原一丁目６番４地先 

  
西原一丁目５番１６地先 

市道第２１５号線 
西原一丁目５番６地先 

  
上ノ原一丁目２番４０地先 

市道第２１６号線 
西原一丁目１番１３地先 

  
上ノ原一丁目３番２７地先 

市道第２１７号線 
福岡一丁目１５００番５３地先 

  
上ノ原二丁目７番４地先 

市道第２１８号線 
上ノ原二丁目３番１地先 

  
上ノ原一丁目５番８地先 

市道第２１９号線 
上ノ原二丁目１番７地先 

  
上ノ原一丁目４番１４地先 

市道第２２０号線 
上ノ原三丁目６番１地先 

  
上ノ原一丁目３番１６地先 



市道第２２１号線 
上ノ原三丁目１番２地先 

  
西原一丁目２番８地先 

市道第２２２号線 
西原二丁目５番１地先 

  
福岡中央一丁目１５４１番５地先 

市道第２２３号線 
西原一丁目４番２地先 

  
西原一丁目５番１９地先 

市道第２２４号線 

西原一丁目１番１０地先 

  福岡中央一丁目２４０４番１８地

先 

市道第２２５号線 
富士見台６７１番６地先 

  
富士見台６７１番９２地先 

市道第２２６号線 
富士見台６７１番５地先 

  
富士見台６７１番９２地先 

市道第２２７号線 
富士見台６７１番４地先 

  
富士見台６７１番６８地先 

市道第２２８号線 
富士見台６７１番１地先 

  
富士見台５９５番地先 

市道第２２９号線 
富士見台６７１番８２地先 

  
富士見台６７１番２１地先 

市道第２３０号線 
富士見台６７１番１６地先 

  
富士見台６７１番１８地先 

市道第２３１号線 
富士見台６７９番５地先 

  
富士見台６７１番３地先 

市道第２３２号線 
富士見台６７１番１地先 

  
富士見台６７９番５地先 

市道第２３３号線 
富士見台６５３番３地先 

  
富士見台６５９番２地先 

市道第２３４号線 
富士見台６５９番１地先 

  
富士見台６５９番１０地先 

市道第２３５号線 
富士見台６５９番１３地先 

  
富士見台６５９番１５地先 

市道第２３６号線 
富士見台６５９番１８地先 

  
富士見台６５９番２０地先 

市道第２３７号線 
富士見台６５９番２３地先 

  
富士見台６５９番２５地先 

市道第２３８号線 
富士見台６５９番３１地先 

  
富士見台６５９番９地先 



市道第２３９号線 
富士見台５７９番１１地先 

  
富士見台５７０番１９地先 

市道第２４０号線 
新田二丁目４７０番１地先 

  
新田二丁目４６５番地先 

市道第２４１号線 
松山一丁目１番１８地先 

  
松山一丁目２番５地先 

市道第２４２号線 
松山一丁目２番１１地先 

  
松山一丁目４番６地先 

市道第２４３号線 
松山一丁目３番９地先 

  
松山二丁目２番５地先 

市道第２４４号線 
松山二丁目４番２７地先 

  
松山二丁目１番２地先 

市道第２４５号線 
駒林字本町１５６番１地先 

  
上ノ原三丁目１番７地先 

市道第２４６号線 
松山二丁目５番１地先 

  
松山一丁目４番１０地先 

市道第２４７号線 
松山二丁目６番１地先 

  
松山二丁目２番５地先 

市道第２４８号線 
新田二丁目４４７番地先 

  
新田一丁目５６１番地先 

市道第２４９号線 
新田一丁目５３３番１地先 

  
新田一丁目５４９番１地先 

市道第２５０号線 
新田二丁目４２１番１地先 

  
新田一丁目５３３番３地先 

市道第２５１号線 
新駒林三丁目７４２番１地先 

  
新駒林一丁目６６９番１地先 

市道第２５２号線 
新駒林三丁目７２７番３地先 

  
新駒林一丁目６６８番１地先 

市道第２５３号線 
新駒林三丁目７２１番地先 

  
新駒林二丁目３２５番２地先 

市道第２５５号線 
駒林元町一丁目２番６地先 

  
駒林元町四丁目５番５地先 

市道第２５７号線 
新田二丁目４３０番１地先 

  
新田二丁目４３７番２地先 

市道第２５８号線 
新駒林三丁目７２６番地先 

  
新駒林三丁目７３９番１地先 

市道第２５９号線 新田二丁目４６０番地先   



新駒林三丁目７２０番地先 

市道第２６０号線 
新駒林二丁目２２３番地先 

  
富士見台６５３番３地先 

市道第２６２号線 
新駒林二丁目２９９番地先 

  
富士見台６７１番１０４地先 

市道第２６３号線 
西二丁目５８７０番４９地先 

  
西二丁目５８７０番４７地先 

市道第２６４号線 
駒林元町二丁目１番１２地先 

  
駒林元町二丁目４番２地先 

市道第２６７号線 
駒西三丁目６２０番地先 

  
駒西二丁目４２６番２地先 

市道第２６８号線 
駒西三丁目６１６番３地先 

  
駒西二丁目５９７番１地先 

市道第２６９号線 
駒西三丁目６１５番３地先 

  
駒西二丁目５９８番地先 

市道第２７０号線 
新田一丁目６５５番５地先 

  
南台一丁目７３７番１０地先 

市道第２７１号線 
新田一丁目６５４番６地先 

  
南台一丁目７３８番１地先 

市道第２７２号線 
富士見台６０９番１地先 

  
南台一丁目７５６番５地先 

市道第２７３号線 
富士見台６７１番１３６地先 

  
南台一丁目７７５番３地先 

市道第２７４号線 
富士見台６７１番１２１地先 

  
富士見台６７１番１２１地先 

市道第２７５号線 
富士見台６７１番１０６地先 

  
富士見台６７１番１３地先 

市道第２７６号線 
富士見台６７１番１４６地先 

  
福岡中央二丁目６９４番３地先 

市道第２７７号線 
福岡中央二丁目２４７１番１地先 

  
福岡中央二丁目７３５番１３地先 

市道第２７８号線 
富士見台６７１番１０５地先 

  
富士見台６７１番１０６地先 

市道第２７９号線 
富士見台６７１番１２９地先 

  
富士見台６７１番１６０地先 

市道第２８０号線 
富士見台６１７番１地先 

  
富士見台６２０番１地先 



市道第２８１号線 
新田一丁目６６１番１地先 

  
新田一丁目６７３番１地先 

市道第２８２号線 
駒西三丁目３４０番１地先 

  
南台一丁目７６６番１地先 

市道第２８３号線 
南台一丁目７７０番６地先 

  
南台一丁目７７０番３地先 

市道第２８４号線 
福岡中央二丁目７２７番８地先 

  
福岡中央二丁目７３０番１地先 

市道第２８５号線 
上福岡三丁目２７９５番１地先 

  
駒西二丁目４１６番地先 

市道第２８６号線 
上福岡三丁目８５３番７地先 

  
南台一丁目８２９番２地先 

市道第２８７号線 
南台一丁目８２９番９地先 

  
南台一丁目８２９番４９地先 

市道第２８８号線 
南台一丁目８２９番６２地先 

  
南台一丁目８２９番９５地先 

市道第２８９号線 
南台一丁目７７６番３地先 

  
南台一丁目７８２番２地先 

市道第２９０号線 
南台一丁目８２９番１０２地先 

  
南台一丁目８２９番８５地先 

市道第２９１号線 
南台一丁目７７９番４地先 

  
南台一丁目７７９番５地先 

市道第２９２号線 
南台一丁目８２９番７８地先 

  
南台一丁目８２９番５地先 

市道第２９３号線 
南台一丁目８２９番２９地先 

  
南台一丁目８２９番３７地先 

市道第２９４号線 
南台一丁目７７７番地先 

  
南台二丁目９１６番２地先 

市道第２９５号線 
南台一丁目７９２番２地先 

  
南台一丁目８２３番１地先 

市道第２９６号線 
南台一丁目８３９番１地先 

  
南台二丁目９３４番２地先 

市道第２９７号線 
南台一丁目８２３番１地先 

  
南台一丁目７８３番１地先 

市道第２９８号線 
駒西一丁目５６０番地先 

  
駒西一丁目５５２番５地先 

市道第２９９号線 駒西一丁目５６０番地先   



駒西一丁目５６９番地先 

市道第３００号線 
駒西一丁目５７８番１地先 

  
駒西一丁目４３３番２地先 

市道第３０１号線 
駒西一丁目４３５番２地先 

  
駒西一丁目５５２番５地先 

市道第３０２号線 
駒林元町四丁目４４５番５７地先 

  
駒林元町四丁目４４５番５２地先 

市道第３０３号線 
駒林元町四丁目４４５番４５地先 

  
駒林元町四丁目４４５番４０地先 

市道第３０４号線 
駒林元町四丁目４４５番３３地先 

  
駒林元町四丁目４４５番２８地先 

市道第３０５号線 
駒林元町四丁目４４５番２２地先 

  
駒林元町四丁目４４５番７４地先 

市道第３０６号線 
駒林元町四丁目４４５番２地先 

  
駒林元町四丁目４４５番１２地先 

市道第３０７号線 
駒林元町四丁目４４５番５９地先 

  
駒林元町四丁目５番５地先 

市道第３０８号線 
丸山４８７番地先 

  
丸山４６２番９地先 

市道第３０９号線 
丸山４６２番１０地先 

  
丸山４６２番１８地先 

市道第３１０号線 
丸山４６３番５地先 

  
丸山４６３番２４地先 

市道第３１１号線 
丸山４６３番１８地先 

  
丸山４６２番２８地先 

市道第３１２号線 
丸山４８０番２地先 

  
丸山４６６番１地先 

市道第３１４号線 
丸山５１１番２地先 

  
丸山４９５番１地先 

市道第３１５号線 
丸山５０３番地先 

  
丸山５０８番１０地先 

市道第３１６号線 
丸山５３７番地先 

  
丸山５１７番１２地先 

市道第３１７号線 
丸山５２５番７地先 

  
丸山５３０番３地先 

市道第３１８号線 
丸山４８８番３地先 

  
丸山５５１番２地先 



市道第３１９号線 
丸山４９５番１地先 

  
丸山５３８番６地先 

市道第３２０号線 
丸山５４６番３地先 

  
丸山５３８番６地先 

市道第３２１号線 
丸山５４８番７地先 

  
丸山５５１番２地先 

市道第３２２号線 
南台二丁目９１４番９地先 

  
丸山４９２番地先 

市道第３２３号線 
南台二丁目１７２８番１７地先 

  
南台二丁目１７２８番２６地先 

市道第３２４号線 
南台二丁目１７２８番２２地先 

  
南台二丁目１７２８番３４地先 

市道第３２５号線 
南台二丁目９３７番地先 

  
南台二丁目９４２番地先 

市道第３２６号線 
南台二丁目９３６番３地先 

  
南台二丁目１７２０番１地先 

市道第３２７号線 
南台二丁目９３５番２地先 

  
南台二丁目９２４番１地先 

市道第３２８号線 
南台二丁目９２９番地先 

  
南台二丁目９２２番１地先 

市道第３２９号線 
南台二丁目９１４番５地先 

  
南台二丁目７９３番１０地先 

市道第３３０号線 
南台二丁目７９８番３１地先 

  
南台二丁目７９８番３地先 

市道第３３１号線 
南台二丁目７９３番１４地先 

  
南台二丁目７９３番２地先 

市道第３３２号線 
上福岡四丁目２８４７番８地先 

  
福岡武蔵野１４１２番５地先 

市道第３３３号線 
上福岡四丁目２８６９番１０地先 

  
上福岡四丁目２９０５番９地先 

市道第３３４号線 
上福岡三丁目１５３６番１４地先 

  
福岡武蔵野１３８９番４地先 

市道第３３５号線 
上福岡四丁目１３８３番８９地先 

  
福岡武蔵野１４１２番５地先 

市道第３３６号線 
福岡武蔵野１３９８番３地先 

  
上福岡四丁目３６７３番１６地先 

市道第３３７号線 上福岡四丁目２９０６番２地先   



福岡武蔵野２９１４番３地先 

市道第３３８号線 
上福岡四丁目２８８６番４５地先 

  
上福岡四丁目２８７８番３地先 

市道第３３９号線 
上福岡四丁目２８８９番１０地先 

  
上福岡四丁目２８８９番１８地先 

市道第３４０号線 
上福岡四丁目２８６２番４地先 

  
上福岡四丁目２８６５番３地先 

市道第３４１号線 
上福岡四丁目１３８３番７７地先 

  
上福岡四丁目１３８０番４地先 

市道第３４２号線 
上福岡三丁目２８５３番６地先 

  
上福岡三丁目２８４６番１地先 

市道第３４３号線 
上福岡三丁目２８２４番１８地先 

  
上福岡三丁目２８２４番９地先 

市道第３４４号線 
上福岡三丁目２８２２番２地先 

  
上福岡三丁目２８３３番地先 

市道第３４５号線 
上福岡三丁目２８１４番２地先 

  
上福岡三丁目８５６番９地先 

市道第３４６号線 
上福岡四丁目２８６０番１０地先 

  
上福岡三丁目２８２７番１６地先 

市道第３４７号線 
上福岡三丁目１５２３番３地先 

  
上福岡三丁目１３７０番１地先 

市道第３４８号線 
上福岡三丁目１５３０番１地先 

  
上福岡三丁目１３６８番２３地先 

市道第３４９号線 
上福岡二丁目１５０２番１０地先 

  
上福岡二丁目１５０２番９地先 

市道第３５０号線 
上福岡二丁目１５１１番２地先 

  
上福岡二丁目１４９７番４６地先 

市道第３５１号線 
上福岡二丁目１５７６番９０地先 

  
上福岡二丁目１４９７番３８地先 

市道第３５２号線 
上福岡二丁目１５７０番２地先 

  
上福岡二丁目１５７５番４地先 

市道第３５３号線 
上福岡二丁目１５７５番１６地先 

  
上福岡二丁目１５７６番４０地先 

市道第３５４号線 
上福岡二丁目１５７５番１地先 

  
福岡中央一丁目７３９番４地先 

市道第３５５号線 
福岡中央二丁目８８２番５３地先 

  
福岡中央二丁目８８２番１地先 



市道第３５６号線 
福岡中央二丁目８６８番２地先 

  
福岡中央二丁目８７６番１地先 

市道第３５７号線 
福岡中央二丁目８５８番４地先 

  
福岡中央二丁目８７５番２３地先 

市道第３５８号線 
福岡中央二丁目８７４番１６地先 

  
福岡中央二丁目８７４番２地先 

市道第３５９号線 
福岡中央二丁目８８６番１地先 

  
福岡中央二丁目８７７番３１地先 

市道第３６０号線 
福岡中央二丁目８６２番６地先 

  
福岡中央二丁目８８２番２地先 

市道第３６１号線 
上福岡三丁目１５１６番６地先 

  
福岡中央一丁目２４０４番３地先 

市道第３６２号線 
福岡中央一丁目２４１２番８地先 

  
福岡中央一丁目２４１１番４地先 

市道第３６３号線 
福岡中央一丁目２４１１番５地先 

  
上野台三丁目１５０４番２地先 

市道第３６４号線 
福岡中央一丁目１５５８番２地先 

  
福岡中央一丁目２４１１番７地先 

市道第３６５号線 
福岡一丁目１５００番２６地先 

  
福岡一丁目１５００番５４地先 

市道第３６６号線 
福岡一丁目１５００番１地先 

  
福岡一丁目１５００番５５地先 

市道第３６８号線 
福岡一丁目１５００番５６地先 

  
福岡一丁目１５００番１地先 

市道第３６９号線 
福岡三丁目１２２２番１１地先 

  
福岡三丁目１２２１番３地先 

市道第３７０号線 
福岡三丁目１２２８番５１地先 

  
福岡三丁目１２４８番２地先 

市道第３７１号線 
福岡三丁目１２１９番２地先 

  
福岡二丁目１５００番２地先 

市道第３７２号線 
福岡二丁目１５００番２地先 

  
福岡三丁目１４７２番１地先 

市道第３７３号線 
福岡三丁目２０７０番２地先 

  
福岡三丁目１１８７番１地先 

市道第３７４号線 
福岡三丁目１４７９番１地先 

  
福岡三丁目１４８４番１地先 

市道第３７５号線 川崎字台２５４番地先   



川崎字台２５０番地先 

市道第３７６号線 
川崎字台２４９番１地先 

  
川崎字台２４９番１地先 

市道第３７７号線 
川崎字台２５４番地先 

  
川崎字台２６０番１地先 

市道第３７８号線 
川崎字台２５５番１地先 

  
川崎字台２５５番４地先 

市道第３７９号線 
川崎字台２４２番地先 

  
川崎字宅地添２２２番３地先 

市道第３８０号線 
川崎字山向９番５地先 

  
川崎字宅地添２２４番４地先 

市道第３８１号線 
川崎字宅地添２２３番２地先 

  
川崎字宅地添２１８番１地先 

市道第３８２号線 
川崎字宅地添２１８番１地先 

  
川崎字坂下５３３番１地先 

市道第３８３号線 
川崎字東谷５５３番１地先 

  
川崎字東谷５９１番地先 

市道第３８４号線 
川崎字東谷５１７番地先 

  
川崎字東谷５４７番地先 

市道第３８５号線 
川崎字東谷４７７番１地先 

  
川崎字東谷５０７番地先 

市道第３８６号線 
川崎字東谷４２６番地先 

  
川崎字東谷４５３番地先 

市道第３８７号線 

埼玉県川越市大字木野目字江川１

８１０番７地先   

川崎字東谷５９３番地先 

市道第３８８号線 
川崎字東谷４９５番地先 

  
川崎字東谷４２５番地先 

市道第３８９号線 
川崎字東谷５２４番１地先 

  
川崎字東谷４１４番１地先 

市道第３９０号線 
川崎字宮脇１３７番１地先 

  
川崎字竹花３８７番５地先 

市道第３９１号線 
川崎字土橋３５３番地先 

  
川崎字江川２６５番１地先 

市道第３９２号線 
川崎字宅地添２０３番１地先 

  
川崎字宅地添１９０番地先 

市道第３９３号線 川崎字宅地添２１０番２地先   



川崎字宅地添２１４番地先 

市道第３９４号線 
川崎字宅地添２１５番１地先 

  
川崎字宅地添２０４番地先 

市道第３９５号線 
川崎字宅地添２１９番２地先 

  
川崎字宮後１７２番６地先 

市道第３９６号線 
川崎字宅地添２２６番４地先 

  
川崎字山向１番２地先 

市道第３９７号線 
川崎字山向１番２地先 

  
川崎字山向４番地先 

市道第３９８号線 
川崎字宅地添２３３番地先 

  
川崎字宮後１７８番２地先 

市道第３９９号線 
川崎二丁目３番６地先 

  
川崎字宅地添２３０番１地先 

市道第４００号線 
川崎字宮脇１３７番１地先 

  
川崎字宅地添２３１番地先 

市道第４０１号線 
川崎字宮脇１５５番９地先 

  
川崎字宮脇１５３番１地先 

市道第４０２号線 
川崎字宮脇１５６番４地先 

  
川崎字宮前１３６番地先 

市道第４０３号線 
川崎字宮前１２３番地先 

  
川崎字宮脇１４５番地先 

市道第４０４号線 
元福岡三丁目１６０６番５地先 

  
元福岡三丁目１６０２番１地先 

市道第４０５号線 

元福岡三丁目１６０５番１９５地

先 
  

元福岡三丁目１６０５番１８９地

先 

市道第４０６号線 

元福岡三丁目１６０５番２０６地

先 
  

元福岡三丁目１６０５番２０１地

先 

市道第４０７号線 

元福岡三丁目１６０５番２１１地

先 
  

元福岡三丁目１６０５番２０２地

先 

市道第４０８号線 
川崎一丁目７番１地先 

  
元福岡三丁目１３５番地先 



市道第４０９号線 

元福岡一丁目１６０７番１７地先 

  元福岡三丁目１６０７番１－１４

地先 

市道第４１０号線 

元福岡三丁目１６０５番１７６地

先 
  

元福岡三丁目１６０７番１７０地

先 

市道第４１１号線 

元福岡三丁目１６０５番１６４地

先 
  

元福岡三丁目１６０５番１５８地

先 

市道第４１２号線 

元福岡三丁目１６９３番３地先 

  元福岡三丁目１６０５番２０７地

先 

市道第４１３号線 

元福岡三丁目１６０５番２４２地

先 
  

元福岡三丁目１６０５番２１２地

先 

市道第４１４号線 

元福岡二丁目１６０５番１０３地

先 
  

元福岡二丁目１６０５番１１４地

先 

市道第４１５号線 

元福岡二丁目１６１０番１１地先 

  元福岡二丁目１６０７番１４６地

先 

市道第４１６号線 

元福岡二丁目１６０７番１４５地

先   

元福岡二丁目１６０７番５５地先 

市道第４１７号線 

元福岡二丁目１６０５番７５地先 

  元福岡三丁目１６０５番２２８地

先 

市道第４１８号線 

元福岡二丁目１６０５番６１地先 

  元福岡三丁目１６０５番２２０地

先 

市道第４１９号線 

元福岡二丁目１６０５番４７地先 

  元福岡三丁目１６０５番１７６地

先 



市道第４２０号線 

元福岡二丁目１６０５番１４７地

先 
  

元福岡二丁目１６０５番１４６地

先 

市道第４２１号線 

元福岡二丁目１６０５番１５１地

先   

元福岡二丁目１６０７番３１地先 

市道第４２２号線 

元福岡二丁目１６０５番１４０地

先   

元福岡二丁目１６０５番１６地先 

市道第４２３号線 
元福岡一丁目１６０５番１６地先 

  
元福岡一丁目１６０５番１５地先 

市道第４２４号線 
元福岡一丁目１６０７番４６地先 

  
元福岡一丁目１６０７番１９地先 

市道第４２５号線 

元福岡一丁目１６０７番２３８地

先 
  

元福岡一丁目１６０７番２５０地

先 

市道第４２６号線 

元福岡一丁目１６０７番２４０地

先 
  

元福岡一丁目１６０７番２５６地

先 

市道第４２７号線 

元福岡一丁目１６０７番２４２地

先 
  

元福岡一丁目１６０７番２６４地

先 

市道第４２８号線 

元福岡一丁目１６０７番２４４地

先 
  

元福岡一丁目１６０７番２７４地

先 

市道第４２９号線 

元福岡一丁目１６０５番１０地先 

  元福岡一丁目１６０７番２２６地

先 

市道第４３０号線 
元福岡一丁目１６０５番３地先 

  
元福岡一丁目１６１５番３地先 

市道第４３１号線 
元福岡二丁目１６０５番３５地先 

  
元福岡二丁目１６０５番３０地先 

市道第４３２号線 元福岡二丁目１６０５番８９地先   



元福岡二丁目１６０５番８２地先 

市道第４３３号線 
元福岡二丁目１６０５番４１地先 

  
元福岡二丁目１６０５番９６地先 

市道第４３４号線 
元福岡一丁目１６０５番１６地先 

  
元福岡二丁目１６０５番８３地先 

市道第４３５号線 
元福岡一丁目１６０５番３地先 

  
元福岡一丁目１６０７番２８地先 

市道第４３６号線 

元福岡一丁目１６０７番２２地先 

  元福岡一丁目１６０７番２０１地

先 

市道第４３７号線 

元福岡一丁目１６０７番２８２地

先   

元福岡一丁目１６０７番２３地先 

市道第４３８号線 
元福岡一丁目１６６６番４地先 

  
元福岡一丁目１６６５番２地先 

市道第４３９号線 
元福岡二丁目１６７３番地先 

  
元福岡一丁目１６１３番３地先 

市道第４４１号線 
川崎一丁目４番５地先 

  
元福岡二丁目１６９４番２地先 

市道第４４２号線 
川崎一丁目３番２地先 

  
川崎一丁目５番３地先 

市道第４４３号線 
川崎一丁目２番３１地先 

  
川崎一丁目３番９地先 

市道第４４４号線 
川崎一丁目１番２地先 

  
川崎一丁目６番１０地先 

市道第４４５号線 
川崎二丁目３番２地先 

  
川崎一丁目１番６地先 

市道第４４６号線 
川崎二丁目２番５地先 

  
川崎二丁目３番８地先 

市道第４４７号線 
川崎二丁目６番８地先 

  
川崎二丁目５番４地先 

市道第４４８号線 
川崎二丁目１番５地先 

  
川崎二丁目６番７地先 

市道第４４９号線 
川崎字山向１１番１０地先 

  
川崎字宮脇１５６番６地先 

市道第４５０号線 
川崎二丁目４番７地先 

  
川崎二丁目６番１地先 



市道第４５１号線 
川崎一丁目６番６地先 

  
川崎一丁目７番２地先 

市道第４５２号線 
川崎一丁目５番３地先 

  
川崎一丁目６番１地先 

市道第４５３号線 
川崎一丁目４番６地先 

  
川崎一丁目５番１地先 

市道第４５４号線 
川崎二丁目２番９地先 

  
川崎二丁目４番２地先 

市道第４５５号線 
川崎二丁目７番４地先 

  
川崎二丁目１番８地先 

市道第４５６号線 
清見四丁目２番地先 

  
清見四丁目３番３地先 

市道第４５７号線 
清見四丁目１番８地先 

  
清見三丁目５番８地先 

市道第４５８号線 
清見三丁目４番９地先 

  
清見三丁目５番３地先 

市道第４５９号線 
清見三丁目３番８地先 

  
清見三丁目７番５地先 

市道第４６０号線 
清見三丁目１番１１地先 

  
清見二丁目６番９地先 

市道第４６１号線 
清見二丁目５番２１地先 

  
清見二丁目７番２地先 

市道第４６２号線 
清見二丁目３番９地先 

  
清見二丁目４番４地先 

市道第４６３号線 
清見二丁目１番１４地先 

  
清見一丁目６番９地先 

市道第４６４号線 
清見一丁目５番１０地先 

  
清見一丁目８番５地先 

市道第４６５号線 
清見一丁目１番７地先 

  
清見一丁目４番５地先 

市道第４６６号線 
清見一丁目１番８地先 

  
清見四丁目３番１地先 

市道第４６７号線 
清見三丁目７番５地先 

  
清見三丁目６番１８地先 

市道第４６８号線 
清見一丁目８番７地先 

  
清見一丁目７番地先 

市道第４６９号線 清見一丁目２番８地先   



清見三丁目５番１地先 

市道第４７０号線 
大原二丁目１７１３番地先 

  
清見一丁目４番１地先 

市道第４７１号線 
清見一丁目４番１地先 

  
清見一丁目３番２地先 

市道第４７２号線 
大原二丁目１７０６番７地先 

  
大原二丁目１７１０番２１地先 

市道第４７３号線 
大原二丁目１７２７番８地先 

  
大原二丁目１７３７番９地先 

市道第４７４号線 
大原二丁目１７０６番１２地先 

  
大原二丁目１７３４番６地先 

市道第４７５号線 
大原二丁目１７３０番１０地先 

  
大原二丁目１７０６番２６地先 

市道第４７６号線 
北野二丁目２１０６番２地先 

  
北野二丁目２１０５番１４地先 

市道第４７７号線 
北野二丁目２１０３番３地先 

  
北野二丁目２１０３番２２地先 

市道第４７８号線 
北野二丁目１６２８番６地先 

  
北野二丁目１６２６番３地先 

市道第４７９号線 
北野二丁目２１１１番２地先 

  
北野二丁目２１１３番２２地先 

市道第４８０号線 
北野二丁目１８０７番３地先 

  
北野二丁目１８１４番９地先 

市道第４８１号線 
北野二丁目１６５５番６地先 

  
北野二丁目１７９８番１地先 

市道第４８２号線 
北野二丁目１７８２番７地先 

  
北野二丁目１８４６番８地先 

市道第４８３号線 
川崎二丁目１番３地先 

  
北野二丁目３０７９番７地先 

市道第４８４号線 
大原二丁目２０８６番７地先 

  
大原二丁目２０７６番１地先 

市道第４８５号線 
大原二丁目２０４５番３２地先 

  
大原二丁目２０７６番２１地先 

市道第４８６号線 
大原二丁目２０９２番１地先 

  
大原二丁目２０４４番３地先 

市道第４８７号線 
大原二丁目２００４番２地先 

  
大原一丁目２０７６番９地先 



市道第４８８号線 
大原一丁目５７３３番１１地先 

  
大原一丁目５７０１番５地先 

市道第４８９号線 
大原一丁目５７３３番６地先 

  
大原一丁目２０４４番６地先 

市道第４９０号線 
大原一丁目５７３５番１２地先 

  
大原一丁目５７３８番３地先 

市道第４９１号線 
北野二丁目２０６３番１８地先 

  
北野二丁目２１２９番１地先 

市道第４９２号線 
北野二丁目２１１９番５地先 

  
北野一丁目３０９２番５地先 

市道第４９３号線 
大原一丁目２０５８番６地先 

  
大原一丁目２０５１番１５地先 

市道第４９４号線 
大原一丁目２０４９番３地先 

  
大原一丁目２０４９番１４地先 

市道第４９５号線 
大原一丁目２０４８番１２地先 

  
大原一丁目２０５２番４地先 

市道第４９６号線 
大原一丁目５７２０番２地先 

  
大原一丁目２０４２番３地先 

市道第４９７号線 
大原一丁目１４８５番９地先 

  
大原一丁目５７１４番１地先 

市道第４９８号線 
大原一丁目２０５５番６地先 

  
大原一丁目１７８３番１１地先 

市道第４９９号線 
大原一丁目２０４１番３地先 

  
大原一丁目２０４５番１４地先 

市道第５００号線 
大原一丁目２０４７番１５地先 

  
大原一丁目２０４７番４地先 

市道第５０１号線 
大原一丁目５７０４番２地先 

  
大原一丁目１７９０番１地先 

市道第５０２号線 

上福岡一丁目２１５１番８６４地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番８１４地

先 

市道第５０３号線 

上福岡一丁目２１５１番８５９地

先   

上福岡一丁目２１５１番１地先 

市道第５０４号線 
上福岡一丁目２１５１番１２９３

地先 
  



上福岡一丁目２１５１番７０４地

先 

市道第５０５号線 

上福岡一丁目２１５１番３３５地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番３８５地

先 

市道第５０６号線 

上福岡一丁目２１５１番２３１地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番１２６７

地先 

市道第５０７号線 

上福岡一丁目２１５１番３６９地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番４４０地

先 

市道第５０８号線 
北野二丁目２１３１番３地先 

  
北野二丁目１７９８番１地先 

市道第５０９号線 

大原一丁目１１０６番３地先 

  上福岡一丁目２１５１番４６１地

先 

市道第５１０号線 

上福岡一丁目２１５１番１１２４

地先 
  

上福岡一丁目２１５１番８６６地

先 

市道第５１２号線 

上福岡一丁目２１５１番３０８地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番３７３地

先 

市道第５１３号線 

上福岡一丁目２１５１番１２９地

先   

上福岡一丁目２１３６番４地先 

市道第５１４号線 
上福岡一丁目２１５１番４５地先 

  
上福岡一丁目２１５１番６３地先 

市道第５１５号線 
上福岡一丁目８０５７番１０地先 

  
上福岡一丁目２１４８番３地先 

市道第５１６号線 
上福岡一丁目２１５０番１地先 

  
上福岡一丁目８０５４番１地先 

市道第５１７号線 
北野一丁目３０６７番１０地先 

  
北野一丁目３０９７番４０地先 



市道第５１８号線 
北野一丁目３０６７番１６１地先 

  
北野一丁目３０６７番７１地先 

市道第５１９号線 
北野一丁目３０６７番５８地先 

  
北野一丁目３０９３番１４地先 

市道第５２０号線 
北野一丁目３０９３番３地先 

  
北野一丁目３０９５番１地先 

市道第５２１号線 
北野一丁目３１４１番６地先 

  
北野一丁目３１３８番１４地先 

市道第５２２号線 
北野一丁目３１４６番２０地先 

  
北野一丁目３１４３番２９地先 

市道第５２３号線 
北野一丁目３１３８番２地先 

  
北野一丁目３１１９番１地先 

市道第５２８号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番１地先 

市道第５２９号線 
西二丁目１８１８番２４地先 

  
西二丁目１８１９番１３地先 

市道第５３０号線 
西二丁目１８２８番５地先 

  
西二丁目１８２４番２３地先 

市道第５３１号線 
西二丁目１８３７番３地先 

  
西二丁目１８２８番１地先 

市道第５３２号線 
西二丁目２０７２番３地先 

  
西二丁目２０７２番１地先 

市道第５３３号線 
西二丁目２０７１番１地先 

  
西二丁目２０７５番１地先 

市道第５３４号線 
西二丁目５９１７番４地先 

  
西二丁目５８９１番５地先 

市道第５３５号線 
西一丁目５９２７番１地先 

  
西二丁目１８２０番１地先 

市道第５３６号線 
西一丁目５９３９番６０地先 

  
西一丁目５９３９番９３地先 

市道第５３７号線 
西一丁目５９３９番４８地先 

  
西一丁目５９３９番８４地先 

市道第５３８号線 
西一丁目５９３９番３６地先 

  
西一丁目５９３９番９４地先 

市道第５３９号線 
西一丁目５９３９番２４地先 

  
西一丁目５９３９番１０４地先 

市道第５４０号線 西一丁目５９３９番２地先   



西一丁目５９３９番１１２地先 

市道第５４１号線 
西一丁目５９３９番６地先 

  
西一丁目５９３９番１２地先 

市道第５４２号線 
西一丁目５９３９番６地先 

  
西一丁目５９３９番３地先 

市道第５４３号線 
西一丁目５９３９番９地先 

  
西一丁目１１５７番５地先 

市道第５４４号線 
西一丁目１１６１番９地先 

  
西一丁目１１４２番１地先 

市道第５４５号線 
上福岡五丁目８０３４番１５地先 

  
上福岡六丁目１１８９番１地先 

市道第５４７号線 

上福岡五丁目１１４１番１７地先 

  上福岡五丁目１１８９番１１５地

先 

市道第５４８号線 
上福岡五丁目１１３７番１地先 

  
西一丁目６０１４番２地先 

市道第５４９号線 
新駒林一丁目６７０番４地先 

  
新駒林一丁目６７０番１１地先 

市道第５５０号線 
西一丁目５９３９番１２０地先 

  
西二丁目５９０１番１地先 

市道第５５１号線 
西一丁目５９６０番１８地先 

  
西一丁目５９６０番９地先 

市道第５５２号線 
西一丁目１１４３番１９地先 

  
西一丁目５９３１番１地先 

市道第５５３号線 
西二丁目５９２３番３地先 

  
西二丁目５９０５番８地先 

市道第５５４号線 
上ノ原三丁目３番１０地先 

  
上ノ原三丁目３番６２地先 

市道第５５５号線 
西原二丁目２番１０地先 

  
西原二丁目２番１８地先 

市道第５５６号線 
上福岡二丁目１４９６番３地先 

  
上福岡二丁目１５７６番８９地先 

市道第５５７号線 
南台一丁目７１６番１０地先 

  
南台一丁目７１６番４地先 

市道第５５８号線 
上福岡五丁目１１２２番９地先 

  
上福岡五丁目１１２３番１地先 

市道第５５９号線 新駒林一丁目６７２番４地先   



新駒林一丁目６８７番６地先 

市道第５６０号線 
西二丁目２０６３番６地先 

  
西二丁目１８２８番１１地先 

市道第５６１号線 
長宮一丁目２番１６地先 

  
長宮一丁目２番２１地先 

市道第５６２号線 
上福岡三丁目１５３７番２地先 

  
上福岡三丁目１５３８番１地先 

市道第５６３号線 
福岡三丁目１４８０番１８地先 

  
福岡三丁目１４８１番８地先 

市道第５６４号線 
福岡三丁目２０６９番２地先 

  
福岡三丁目１４８０番１５地先 

市道第５６５号線 
西一丁目１１４６番３地先 

  
西一丁目１１４４番２８地先 

市道第５６６号線 
大原一丁目２０３４番７地先 

  
大原一丁目２０３５番４地先 

市道第５６７号線 
西二丁目５９１９番４１地先 

  
西二丁目５８８８番１０４地先 

市道第５６８号線 
西二丁目５９２３番３１地先 

  
西二丁目５８８８番９７地先 

市道第５６９号線 
西二丁目５９２３番４地先 

  
西二丁目５９２３番４地先 

市道第５７０号線 
中福岡字丸橋１０番１１地先 

  
中福岡字丸橋１０番４地先 

市道第５７１号線 
南台二丁目９０８番地先 

  
南台二丁目９０８番３地先 

市道第５７２号線 
元福岡三丁目１６９４番９地先 

  
元福岡三丁目１６９４番６地先 

市道第５７３号線 
北野二丁目２１２９番６地先 

  
北野二丁目２１２９番１地先 

市道第５７５号線 
上福岡四丁目２８６０番１１地先 

  
上福岡四丁目２８６０番１０地先 

市道第５７６号線 
南台一丁目８１６番１地先 

  
南台一丁目７８６番４地先 

市道第５７７号線 
富士見台５６３番３地先 

  
富士見台５９２番１地先 

市道第５７８号線 
元福岡二丁目１６７５番１９地先 

  
元福岡二丁目１６１２番１地先 



市道第５７９号線 
元福岡二丁目１６８１番３地先 

  
元福岡二丁目１６７５番２９地先 

市道第５８０号線 
中ノ島一丁目２番５８地先 

  
中ノ島一丁目２番４９地先 

市道第５８１号線 
中ノ島一丁目２番６３地先 

  
中ノ島一丁目２番６０地先 

市道第５８２号線 

上福岡二丁目１５０１番１地先 

  上福岡二丁目１５７６番１６７地

先 

市道第５８３号線 
上福岡二丁目１４９７番４２地先 

  
上福岡二丁目１４９７番２１地先 

市道第５８４号線 
上福岡五丁目８０２８番２地先 

  
上福岡五丁目８０２９番６地先 

市道第５８５号線 
新田二丁目４３２番６地先 

  
新田二丁目４３３番１地先 

市道第５８６号線 
西一丁目６００８番２４地先 

  
西一丁目６００７番７地先 

市道第５８７号線 
中福岡字丸橋２１番１１地先 

  
中福岡字丸橋２０番１５地先 

市道第５８８号線 
福岡武蔵野１４０８番４２地先 

  
福岡武蔵野１４０８番３１地先 

市道第５８９号線 
福岡武蔵野１４０８番１７地先 

  
福岡武蔵野１４０８番１０地先 

市道第５９０号線 
南台二丁目７９８番１８地先 

  
南台二丁目７９８番２４地先 

市道第５９１号線 
南台二丁目８１０番１４地先 

  
南台二丁目７９８番７地先 

市道第５９２号線 
駒西一丁目５５８番１０地先 

  
駒西一丁目５５８番１１地先 

市道第５９３号線 
新田一丁目６５７番６地先 

  
新田一丁目６５７番１地先 

市道第５９４号線 
新田二丁目４９２番７地先 

  
新田二丁目４８１番３地先 

市道第５９５号線 
新駒林四丁目７８７番１地先 

  
新駒林四丁目７８６番１地先 

市道第５９７号線 
駒西一丁目５７６番７地先 

  
駒西一丁目５７５番６地先 



市道第５９８号線 
新田一丁目６５４番１４地先 

  
新田一丁目６５１番４地先 

市道第５９９号線 
元福岡一丁目１６１８番１２地先 

  
北野二丁目１６５７番７地先 

市道第６００号線 

元福岡一丁目１６１８番２４６地

先   

元福岡一丁目１６１８番９地先 

市道第６０１号線 
元福岡一丁目１６１８番１３地先 

  
元福岡一丁目１６１８番３１地先 

市道第６０２号線 
西一丁目１１５６番１１地先 

  
西一丁目１１５６番１３地先 

市道第６０３号線 
上福岡五丁目８０２０番３地先 

  
上福岡六丁目１１８０番２４地先 

市道第６０４号線 
上福岡六丁目１１７５番２６地先 

  
上福岡六丁目１１７５番１４地先 

市道第６０５号線 
駒林字堤下９７４番２地先 

  
駒林字堤下９７０番７地先 

市道第６０６号線 
駒林字堤下９７０番１地先 

  
駒林字堤下９６０番１地先 

市道第６０７号線 
大原一丁目５７２６番１地先 

  
大原一丁目２０３５番３地先 

市道第６０８号線 
川崎字宅地添１９８番１地先 

  
川崎字宅地添１８８番１地先 

市道第６０９号線 
北野二丁目２１２１番２地先 

  
北野二丁目２１１９番３地先 

市道第６１０号線 
北野一丁目３１１１番２１地先 

  
北野一丁目３０６１番９地先 

市道第６１１号線 
駒林字宮元９５２番１１地先 

  
駒林字宮元９５２番５地先 

市道第６１２号線 
駒林字宮元９５２番１９地先 

  
駒林字宮元９５２番１４地先 

市道第６１３号線 
駒林字宮元９５５番１６地先 

  
駒林字宮元９５５番１５地先 

市道第６１４号線 
駒林字宮元９４４番１地先 

  
駒林字宮元９４４番７地先 

市道第６１５号線 
駒林字宮元９４６番９地先 

  
駒林字宮元９４６番１地先 



市道第６１６号線 
駒林字宮元９３１番１２地先 

  
駒林字宮元９３１番１１地先 

市道第６１７号線 
駒林字鷺森２８番１地先 

  
駒林字壱丁田１２６３番２地先 

市道第６１８号線 
駒林字鷺森４０番地先 

  
駒林字鷺森４６番地先 

市道第６１９号線 

福岡字雷９２２番１地先 

  福岡中央一丁目２４０４番１４地

先 

市道第６２０号線 
福岡字雷９２０番１地先 

  
富士見台６５４番１地先 

市道第６２１号線 
駒西二丁目６０２番６地先 

  
駒西二丁目６０２番１地先 

市道第６２２号線 
南台二丁目１７４１番５地先 

  
南台二丁目１７４１番２４地先 

市道第６２３号線 
北野二丁目１８３４番８地先 

  
北野二丁目１８３４番１６地先 

市道第６２４号線 
福岡字立堀５９８番２地先 

  
福岡字立堀５９８番３地先 

市道第６２５号線 
福岡字立堀５８９番１地先 

  
福岡字立堀５２２番２地先 

市道第６２６号線 
築地二丁目１番３０地先 

  
築地二丁目１番２６地先 

市道第６２８号線 

元福岡三丁目１６０７番１－２９

地先   

元福岡三丁目１６０６番５地先 

市道第６２９号線 
北野二丁目１６５１番８地先 

  
北野二丁目１６４４番３地先 

市道第６３０号線 

福岡中央一丁目２４１４番１０地

先   

福岡中央一丁目２４１４番２地先 

市道第６３１号線 
長宮二丁目１番３９地先 

  
長宮二丁目１番６０地先 

市道第６３２号線 
長宮二丁目１番６１地先 

  
長宮二丁目１番６４地先 

市道第６３３号線 
築地三丁目２番２６地先 

  
築地三丁目２番２４地先 



市道第６３４号線 
仲一丁目１番２地先 

  
仲一丁目１番５地先 

市道第６３５号線 
上福岡四丁目２８９８番５地先 

  
上福岡四丁目２８９８番４地先 

市道第６３６号線 
新田一丁目５４５番１地先 

  
新田一丁目５４５番１９地先 

市道第６３７号線 
福岡一丁目１５００番２６地先 

  
福岡一丁目１５００番３６地先 

市道第６３８号線 
西二丁目５８６７番７地先 

  
西二丁目５８６７番５地先 

市道第６４０号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番８地先 

  
西一丁目５９３４番１地先 

市道第６４１号線 
大原二丁目２０４５番２９地先 

  
大原二丁目２０４５番３４地先 

市道第６４２号線 
築地三丁目４番２５地先 

  
築地三丁目４番２２地先 

市道第６４３号線 
西一丁目５９９８番１地先 

  
西一丁目５９３９番９３地先 

市道第６４４号線 
中丸二丁目３番３８地先 

  
中丸二丁目３番３２地先 

市道第６４５号線 
川崎字宅地添１９７番１地先 

  
川崎字宅地添１９７番１地先 

市道第６４６号線 
谷田二丁目８番７地先 

  
谷田二丁目８番４７地先 

市道第６４７号線 
福岡中央二丁目８８２番８０地先 

  
福岡中央二丁目８８１番１０地先 

市道第６４８号線 
福岡中央二丁目８８２番３１地先 

  
福岡中央二丁目８８１番８地先 

市道第６４９号線 
福岡中央二丁目８８６番１地先 

  
福岡中央二丁目８８９番９地先 

市道第６５０号線 
福岡中央二丁目８８２番２９地先 

  
福岡中央二丁目８６８番６地先 

市道第６５１号線 
滝二丁目３番３０地先 

  
滝二丁目３番２９地先 

市道第６５２号線 
築地一丁目３番２９地先 

  
築地一丁目３番２１地先 

市道第６５３号線 築地一丁目３番３１地先   



築地一丁目３番２１地先 

市道第６５４号線 

元福岡一丁目１６０７番１８地先 

  元福岡一丁目１６０７番２７４地

先 

市道第６５５号線 
仲二丁目１番４８地先 

  
仲二丁目１番４６地先 

市道第６５６号線 
中福岡字赤沼２９９番２地先 

  
中福岡字赤沼３０５番２地先 

市道第６５７号線 
南台一丁目７２１番３地先 

  
南台一丁目７２１番３地先 

市道第６５８号線 
中ノ島一丁目３番２９地先 

  
中ノ島一丁目３番２４地先 

市道第６５９号線 
花ノ木一丁目１番１０地先 

  
中福岡字百目木２０５番６地先 

市道第６６０号線 
上福岡五丁目８０４８番２７地先 

  
上福岡五丁目８０３７番３地先 

市道第６６１号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番８地先 

市道第６６６号線 
福岡字後田４７５番１地先 

  
福岡字後田３５５番１地先 

市道第６６７号線 
福岡字川袋４５番地先 

  
福岡字川袋５番２地先 

市道第６６８号線 
長宮一丁目３番７地先 

  
長宮一丁目３番６地先 

市道第６６９号線 
長宮一丁目３番３地先 

  
長宮一丁目３番４地先 

市道第６７０号線 
駒林字北伊佐島１１５１番１地先 

  
駒林字北伊佐島１１４４番３地先 

市道第６７１号線 

元福岡二丁目１６０７番１－３２

地先 
  

元福岡二丁目１６０７番３０４地

先 

市道第６７２号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

  
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

市道第６７３号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

  
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

市道第６７４号線 上福岡六丁目２０４３番１地先   



霞ケ丘一丁目１８００番５地先 

市道第６７５号線 
上福岡一丁目２１５１番７０地先 

  
上福岡一丁目２１４１番１地先 

市道第６７６号線 
大原二丁目２０８１番２地先 

  
大原二丁目２０８１番１地先 

市道第６７７号線 
長宮二丁目５番８地先 

  
長宮二丁目５番１０地先 

市道第６７９号線 
長宮二丁目４番７地先 

  
長宮二丁目４番７地先 

市道第６８０号線 

上福岡一丁目２１５１番６地先 

  上福岡一丁目２１５１番１５４地

先 

市道第６８１号線 
霞ケ丘一丁目２１４８番９地先 

  
上福岡六丁目１１８９番１地先 

市道第６８２号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１１地先 

  
西二丁目５９０５番８地先 

市道第６８３号線 
丸山４６２番９地先 

  
ふじみ野二丁目２８番１地先 

市道第６８４号線 
上福岡二丁目１５０４番５地先 

  
上福岡二丁目１５０５番８地先 

市道第６８５号線 
福岡中央二丁目８６２番１６地先 

  
福岡中央二丁目８６２番７地先 

市道第６８６号線 
上ノ原一丁目４番５８地先 

  
上ノ原一丁目４番４９地先 

市道第６８７号線 
築地三丁目５番３地先 

  
築地三丁目５番４３地先 

市道第６８８号線 
中丸一丁目２番３地先 

  
福岡三丁目１４８４番８地先 

市道第６８９号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番１地先 

市道第６９０号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

  
霞ケ丘一丁目１７９１番６地先 

市道第６９１号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

  
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

市道第６９２号線 
霞ケ丘一丁目２０４６番１地先 

  
霞ケ丘二丁目１７９１番６地先 

市道第６９３号線 福岡中央二丁目８９８番２５地先   



福岡中央二丁目８９８番２１地先 

市道第６９４号線 
西原二丁目３番５１地先 

  
西原二丁目３番５７地先 

市道第６９５号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番８９地先 

  
霞ケ丘二丁目１７９１番２２地先 

市道第６９６号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番８３地先 

  
霞ケ丘二丁目１７９１番９０地先 

市道第６９７号線 
西一丁目１１５１番１６地先 

  
西一丁目１１５１番１４地先 

市道第６９８号線 
上福岡五丁目８０２１番３１地先 

  
上福岡五丁目８０２１番３８地先 

市道第６９９号線 
福岡中央二丁目９００番４地先 

  
福岡中央二丁目８９８番２１地先 

市道第７００号線 
上野台一丁目１５００番３１地先 

  
上野台一丁目１５００番７４地先 

市道第７０１号線 
霞ケ丘三丁目１７９１番１地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番１地先 

市道第７０２号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１４７地

先 
  

霞ケ丘二丁目１７９１番１７２地

先 

市道第７０３号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１４４地

先 
  

霞ケ丘二丁目１７９１番１４１地

先 

市道第７０４号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１００地

先 
  

霞ケ丘二丁目１７９１番１３６地

先 

市道第７０５号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１４７地

先 
  

霞ケ丘二丁目１７９１番１７２地

先 

市道第７０６号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１０１地

先   

霞ケ丘二丁目１７９１番９４地先 

市道第７０７号線 
霞ケ丘二丁目１７９１番１１８地

先 
  



霞ケ丘二丁目１７９１番１２６地

先 

市道第７０８号線 

霞ケ丘二丁目１７９１番１４５地

先 
  

霞ケ丘二丁目１７９１番１４３地

先 

市道第７０９号線 
中福岡字丸橋１０番３０地先 

  
中福岡字丸橋１０番２８地先 

市道第７１０号線 
仲三丁目４番７地先 

  
仲三丁目４番１５地先 

市道第７１１号線 
鶴ケ舞一丁目１０５番１７地先 

  
南台二丁目１７４４番７地先 

市道第７１４号線 
仲一丁目４番５２地先 

  
仲一丁目４番３９地先 

市道第７１５号線 
福岡新田字北谷６４番８地先 

  
福岡新田字北谷６４番７地先 

市道第７１６号線 
霞ケ丘三丁目１７９１番１６地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番１６地先 

市道第７１７号線 
中丸二丁目４番２地先 

  
中福岡字丸橋１０番１９地先 

市道第７１８号線 
滝二丁目５番５地先 

  
滝二丁目５番２２地先 

市道第７１９号線 
中ノ島一丁目２番７１地先 

  
中ノ島一丁目２番７６地先 

市道第７２０号線 
築地一丁目１番６３地先 

  
築地一丁目１番６９地先 

市道第７２１号線 
新駒林三丁目６９７番１０地先 

  
新駒林三丁目６９７番４地先 

市道第７２２号線 
上福岡六丁目１１９５番４地先 

  
上福岡六丁目１１９５番１９地先 

市道第７２３号線 
中福岡字百目木２０５番５地先 

  
中福岡字百目木２０５番４地先 

市道第７２４号線 
築地三丁目４番３６地先 

  
築地三丁目４番８地先 

市道第７２５号線 
築地三丁目４番３１地先 

  
築地三丁目４番２９地先 

市道第７２６号線 築地二丁目３番３３地先   



築地二丁目３番３４地先 

市道第７２７号線 
新駒林二丁目３０２番７地先 

  
新駒林二丁目３０２番９地先 

市道第７２８号線 
駒林元町四丁目４４５番７３地先 

  
駒林元町四丁目６番４地先 

市道第７２９号線 
駒林元町四丁目１番５地先 

  
駒林元町四丁目４番１４地先 

市道第７３０号線 
駒林元町三丁目９番１０地先 

  
駒林元町三丁目９番９地先 

市道第７３１号線 
駒林元町三丁目８番５地先 

  
駒林元町三丁目８番５地先 

市道第７３２号線 
駒林元町三丁目１番５地先 

  
駒林元町三丁目１番５地先 

市道第７３３号線 
駒林元町四丁目１番４地先 

  
駒林元町三丁目３番４地先 

市道第７３４号線 
駒林元町三丁目７番６地先 

  
駒林元町三丁目７番６地先 

市道第７３５号線 
駒林元町四丁目２番９地先 

  
駒林元町三丁目７番１２地先 

市道第７３６号線 
駒林元町三丁目６番６地先 

  
駒林元町三丁目６番６地先 

市道第７３７号線 
駒林元町三丁目５番６地先 

  
駒林元町三丁目５番４地先 

市道第７３８号線 
駒林元町四丁目３番４地先 

  
駒林元町三丁目５番１地先 

市道第７３９号線 
駒林元町三丁目４番１０地先 

  
駒林元町三丁目４番１０地先 

市道第７４０号線 
駒林元町三丁目１番５地先 

  
駒林元町三丁目２番９地先 

市道第７４１号線 
駒林元町三丁目１番２地先 

  
駒林元町三丁目１番１地先 

市道第７４２号線 
駒林元町二丁目１番１２地先 

  
駒林元町二丁目１番１１地先 

市道第７４３号線 
駒林元町一丁目９番７地先 

  
駒林元町一丁目６番２地先 

市道第７４４号線 
駒林元町一丁目８番２地先 

  
駒林元町一丁目８番２地先 



市道第７４５号線 
駒林元町一丁目１番１地先 

  
駒林元町一丁目１番１地先 

市道第７４６号線 
駒林元町一丁目９番５地先 

  
駒林元町一丁目１番５地先 

市道第７４７号線 
駒林元町二丁目４番２地先 

  
駒林元町二丁目１番２地先 

市道第７４８号線 
駒林元町一丁目７番４地先 

  
駒林元町一丁目４番９地先 

市道第７４９号線 
駒林元町一丁目７番３地先 

  
駒林元町一丁目１番３地先 

市道第７５０号線 
駒林元町二丁目２番８地先 

  
駒林元町一丁目６番１地先 

市道第７５１号線 
駒林元町一丁目５番１２地先 

  
駒林元町一丁目５番１１地先 

市道第７５２号線 
駒林元町一丁目３番１０地先 

  
駒林元町一丁目３番７地先 

市道第７５３号線 
駒林元町一丁目２番１地先 

  
駒林元町一丁目２番６地先 

市道第７５４号線 
滝二丁目５番３６地先 

  
滝二丁目５番３７地先 

市道第７５５号線 
元福岡一丁目１６５９番５地先 

  
元福岡一丁目１６５９番４地先 

市道第７５６号線 
松山一丁目２番２５地先 

  
松山一丁目２番２３地先 

市道第７５７号線 
駒西二丁目５８４番８地先 

  
駒西二丁目５８４番１２地先 

市道第７５８号線 
西一丁目１１４７番２０地先 

  
西一丁目１１４７番２地先 

市道第７５９号線 
新駒林一丁目６６０番１４地先 

  
新駒林一丁目６６０番２０地先 

市道第７６０号線 
駒林字堤下９６７番１地先 

  
駒林字堤下９９０番１地先 

市道第７６１号線 
駒林字堤１２４３番４地先 

  
駒林字一丁田１２５５番１地先 

市道第７６２号線 
駒林字谷田９９２番１地先 

  
駒林字北谷１０４９番１地先 

市道第７６３号線 駒林字向田１２０９番１地先   



駒林字堤１２２５番１地先 

市道第７６４号線 
北野二丁目１６３２番９地先 

  
北野二丁目１６３４番１地先 

市道第７６５号線 
大原一丁目２０７０番８地先 

  
大原一丁目２０７０番１６地先 

市道第７６６号線 

上福岡一丁目２１５１番９２８地

先 
  

上福岡一丁目２１５１番１３４地

先 

市道第７６７号線 
上野台一丁目１５００番３４地先 

  
上野台一丁目１５００番３４地先 

市道第７６８号線 
上野台二丁目１５００番２５地先 

  
上野台二丁目１５００番２５地先 

市道第７６９号線 
上野台二丁目１５００番２５地先 

  
上野台二丁目１５００番１１地先 

市道第７７０号線 
上野台二丁目１５００番２５地先 

  
上野台二丁目１５００番２５地先 

市道第７７１号線 
上野台二丁目１５００番２５地先 

  
上野台二丁目１５００番２５地先 

市道第７７２号線 

埼玉県川越市大字寺尾字作り田９

５９番６地先   

元福岡一丁目１６１８番２８地先 

市道第７７３号線 

埼玉県川越市大字寺尾字作り田９

５９番６地先 
  

埼玉県川越市大字寺尾字作り田９

５９番７地先 

市道第７７４号線 
松山二丁目５番２７地先 

  
松山二丁目５番２９地先 

市道第７７５号線 
福岡中央二丁目８５７番３５地先 

  
福岡中央二丁目８５７番３９地先 

市道第７７６号線 
元福岡一丁目１６６８番１６地先 

  
元福岡一丁目１６６８番８地先 

市道第７７７号線 
新駒林一丁目６７４番３地先 

  
新駒林一丁目６７４番９地先 

市道第７７８号線 
霞ケ丘三丁目１７９１番４５地先 

  
霞ケ丘三丁目１７９１番３１地先 

市道第７７９号線 霞ケ丘三丁目１７９１番５７地先   



霞ケ丘三丁目１７９１番６９地先 

市道第７８０号線 
築地三丁目１番５地先 

  
築地三丁目１番８地先 

市道第７８１号線 
谷田一丁目１番４０地先 

  
谷田一丁目１番４４地先 

市道第７８２号線 
丸山５２７番２地先 

  
丸山５２７番５地先 

市道第７８３号線 
滝二丁目１番６９地先 

  
滝二丁目１番８０地先 

市道第７８４号線 
上野台二丁目２番４０地先 

  
上野台二丁目２番１９地先 

市道第７８５号線 
上野台二丁目２番２８地先 

  
上野台二丁目２番５９地先 

市道第７８６号線 
上野台二丁目２番２８地先 

  
上野台二丁目２番１９地先 

市道第７８７号線 
上野台二丁目２番５１地先 

  
上野台二丁目２番４１地先 

市道第７８８号線 
上野台二丁目２番４３地先 

  
上野台二丁目２番４５地先 

市道第７８９号線 
新駒林三丁目７０７番２地先 

  
新駒林三丁目７０６番１０地先 

市道第７９０号線 
駒西三丁目６１２番８地先 

  
駒西三丁目６１２番９地先 

市道第７９１号線 
中丸二丁目３番５地先 

  
中丸二丁目３番５地先 

市道第７９３号線 
新駒林二丁目３０４番３地先 

  
新駒林二丁目３０４番１地先 

市道第７９４号線 
新駒林四丁目７６０番１０地先 

  
新駒林四丁目７６０番１５地先 

市道第７９５号線 
大原二丁目２０８７番１７地先 

  
大原二丁目２０８７番１２地先 

市道第７９６号線 
滝三丁目４番２４地先 

  
滝三丁目４番１８地先 

市道第７９７号線 
川崎二丁目６番１９地先 

  
川崎二丁目６番１７地先 

市道第７９８号線 
仲三丁目６番２５地先 

  
仲三丁目６番２６地先 



市道第７９９号線 
西一丁目１１４２番２６地先 

  
西一丁目１１４２番３０地先 

市道第８００号線 
上野台二丁目３番７７地先 

  
上野台二丁目３番１７地先 

市道第８０１号線 
上野台二丁目３番１８地先 

  
上野台二丁目３番３１地先 

市道第８０２号線 
上野台二丁目３番４６地先 

  
上野台二丁目３番５７地先 

市道第８０３号線 
上野台二丁目４番１６地先 

  
上野台二丁目４番９０地先 

市道第８０４号線 
上野台二丁目４番１１６地先 

  
上野台二丁目４番４５地先 

市道第８０５号線 
上野台二丁目４番８９地先 

  
上野台二丁目４番７９地先 

市道第８０６号線 
西一丁目１１４３番３１地先 

  
西一丁目１１４３番３３地先 

市道第８０７号線 
仲一丁目２番５２地先 

  
仲一丁目２番１９地先 

市道第８０８号線 
北野一丁目３１１７番７地先 

  
北野一丁目３１１７番１０地先 

市道第８０９号線 
築地三丁目５番５７地先 

  
築地三丁目５番５９地先 

市道第８１０号線 
福岡字丸橋９８８番５地先 

  
福岡字丸橋９８８番６地先 

市道第８１１号線 
福岡三丁目１２２８番２１地先 

  
福岡三丁目１２２８番２０地先 

市道第８１２号線 
谷田二丁目６番３９地先 

  
谷田二丁目６番９地先 

市道第８１３号線 
上福岡五丁目１１４１番８地先 

  
上福岡五丁目１１３９番４９地先 

市道第８１４号線 
仲二丁目２番３７地先 

  
仲二丁目２番３８地先 

市道第８１５号線 
中丸一丁目３番２地先 

  
中丸一丁目３番３２地先 

市道第８１６号線 
駒林字伏尾１０６５番２地先 

  
駒林字伏尾１０６６番１地先 

市道第８１７号線 本新田４０４番７地先   



本新田４０４番１地先 

市道第８１８号線 
福岡武蔵野１４０５番５地先 

  
福岡武蔵野１４０６番１地先 

市道第８１９号線 
北野一丁目３１２４番１５地先 

  
北野一丁目３１２４番６地先 

市道第８２０号線 
駒西一丁目４２７番１８地先 

  
駒西一丁目４２７番７地先 

市道第８２１号線 
富士見台６３６番１地先 

  
富士見台６３６番１１地先 

市道第８２２号線 
富士見台６３６番８地先 

  
富士見台６３６番８地先 

市道第８２３号線 
北野二丁目２０６８番５地先 

  
北野二丁目２０６８番４地先 

市道第８２４号線 
中丸一丁目３番２４地先 

  
中丸一丁目３番２７地先 

市道第８２５号線 
西原一丁目１番５９地先 

  
西原一丁目１番６１地先 

市道第８２６号線 
南台一丁目７６１番１地先 

  
南台一丁目７６１番６地先 

市道第８２７号線 
北野一丁目３１５０番２８地先 

  
北野一丁目３１５０番２９地先 

市道第８２８号線 
上野台二丁目１番５９地先 

  
上野台二丁目１番７８地先 

市道第８２９号線 
上野台二丁目１番６７地先 

  
上野台二丁目１番７０地先 

市道第８３０号線 
上野台二丁目１番１０３地先 

  
上野台二丁目１番９８地先 

市道第８３１号線 
上野台二丁目１番１０４地先 

  
上野台二丁目１番１１４地先 

市道第８３２号線 
上野台二丁目１番１７地先 

  
上野台二丁目１番３４地先 

市道第８３３号線 
上野台二丁目１番４０地先 

  
上野台二丁目１番３６地先 

市道第８３４号線 
上福岡五丁目１１２３番３０地先 

  
上福岡五丁目１１２３番４７地先 

市道第８３５号線 
中福岡字百目木１４９番６地先 

  
中福岡字百目木１４９番７地先 



市道第８３６号線 
花ノ木一丁目１番１５地先 

  
花ノ木一丁目１番６２地先 

市道第８３７号線 
丸山４７２番１４地先 

  
丸山４７２番１２地先 

市道第８３８号線 
滝一丁目２番３７地先 

  
滝一丁目２番５２地先 

市道第８３９号線 
福岡新田字北谷６３番９地先 

  
谷田二丁目７番１地先 

市道第８４０号線 
福岡中央二丁目８６８番２地先 

  
福岡中央二丁目８６８番１地先 

市道第８４１号線 
福岡中央二丁目８６８番１地先 

  
福岡中央二丁目８６８番１地先 

市道第８４２号線 
福岡中央二丁目８６２番２３地先 

  
福岡中央二丁目８６２番１８地先 

市道第８４３号線 
池上３６４番１地先 

  
池上３６２番１３地先 

市道第８４４号線 
福岡三丁目１２２２番１７地先 

  
福岡三丁目１２２２番６地先 

市道第８４５号線 
築地一丁目１番７６地先 

  
築地一丁目１番６９地先 

市道第８４６号線 
福岡中央二丁目８９９番７地先 

  
福岡中央二丁目８９９番１０地先 

市道第８４７号線 
福岡武蔵野１４０８番１地先 

  
福岡武蔵野１４０５番４４地先 

市道第８４８号線 
上ノ原一丁目１番５１地先 

  
上ノ原一丁目１番４７地先 

市道第８４９号線 
新駒林三丁目７０９番７地先 

  
新駒林三丁目７０９番１９地先 

市道第８５０号線 
新田一丁目６５８番６地先 

  
新田一丁目６５８番７地先 

市道第８５１号線 
福岡三丁目１１７８番４地先 

  
福岡三丁目１１７８番９地先 

市道第８５２号線 
大原一丁目５７２１番１３地先 

  
大原一丁目５７２１番１０地先 

市道第８５３号線 
松山一丁目１番３１地先 

  
松山一丁目１番３１地先 

市道第８５４号線 南台一丁目８３８番１地先   



南台一丁目８３８番７地先 

市道第８５５号線 
新田一丁目５３７番１地先 

  
新田一丁目５３７番４６地先 

市道第８５６号線 
新田一丁目５３７番２６地先 

  
新田一丁目５３７番３０地先 

  平成３１年２月２２日提出   
ふじみ野市長 高 畑   博      

  
提案理由  
  道路台帳の整備に伴い、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１

項の規定により市道の路線を廃止したいので、同条第３項において準用する同

法第８条第２項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１５号の規定により、この案を提出するものである。   


