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 様々な角度から、地図の調べ方についてご案内します。 

  

  

■地図の種類 

地図は、大きく『一般図』と『主題図』に分けられます。 

 ○一般図：地形図に代表される地図類です。 

土地の高低、起伏、水系、土地利用状況、交通路、集落や工作物など、地表面の自然物、人

工物をまんべんなく表現した地図で、多目的に広く利用されます。 

 ○主題図：特定の主題について専門的に作成された地図です。 

土地利用図、土地条件図、地質図、植生図、海図などがありま 

す。住宅地図・道路地図も主題図の一種です。 

 

  

 

■『相模原市地形図』相模原市／発行 

相模原市で作成している地図です。 

1:35,000 (全図) 2010年・2015年 

1:20,000 2008年・2010 年・2014～2015年 (各 3枚) 

1:10,000 1989年・1999 年・2004年(各 4枚) 

2008年・2010年・2014年～2015年(各 11枚) 

1:2,500  1968[昭 43]年(全 28枚)、1973[昭 48]年(全 48枚) *欠番あり 

1983[昭 58]年(全 48枚)、1998～1999年(全 48枚) 

2004年(全 46枚)、2010年・2014年～2015年(各 146枚) 

      ＊  の地形図は市立図書館のみで所蔵。2004年以降の地形図は 3館で所蔵。 

■『地形図（1/25,000）』国土地理院／発行（全面コピー可） 

1/25,000地形図は、1910(明治 43)年より作成が開始され、現在、4420枚で全国を 

カバーする基本図です。（館により所蔵年度・地域に違いがあります。） 

■『国土地理院 地形図 謄本』（全面コピー可） 

明治・大正・昭和の地形図で、国土地理院旧版地形図の謄本(原本の写し)です。 

測量した年が図暦となっています。相模大野図書館で所蔵しています。 

『迅速測図「原町田村」』1:20,000 明治 14年 

『迅速測図「上溝村」』 1:20,000 明治 15年 

『原町田』 1:25,000 大正 10年・昭和 2年・4年・29年・41年・50年・63年 

『上溝』  1:25,000 昭和 63年・平成 19年 

『八王子』 1:25,000 平成 19年 

1:50,000 明治 45年・大正 10年・昭和 4年・28年・45年・60年 

＊地形図は、昭和 5年から昭和 20年まで発行されていません。 

 ■『明治前期 関東平野地誌図集成』 1:25,000    柏書房 1989      【市立】 

原町田・八王子・上溝を収録しています。現相模原市近辺は、明治 15年測量です。 

 ■『正式二万分一地形図集成東日本』 1:20,000     柏書房 2001  【市立・橋本】 

原町田、長津田、八王子、上溝、當麻ほかを収録、明治 39年測量です。 

 

１ 地形図    

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 
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 ■『地図で見る百年前の日本』 1：20,000       小学館 1998  【大野・橋本】 

関東地方は明治 14～16 年測量の迅速測図があり、原町田・相模原・厚木・八王子ほかが収録

されています。 

 ■『大正・昭和東京周辺１万分１地形図集成』1:10,000   柏書房 1984  【市立・橋本】 

八王子、上溝、原町田 大正 10年測量 

長津田、図師、御嶽堂 昭和 14年測量 

 ■『多摩地形図 1942(昭和 17)-44(同 19)年』1:5,000 清水靖夫／編 之潮 2004 【市立】 

大日本帝国陸地測量部と都市計画東京地方委員会によって、戦時都市計画のため空中写真測

量により作成された、昭和 18～19年空中写真測図です。 

矢部新田、淵野辺駅、淵野辺、淵野辺南部、大沼西部、大沼、原町田西部ほかがあり、各図

に「あるくヒント・しらべるヒント」と題した解説文があり、対応する地形図 1:25,000（平

成 11～14年頃）の縮小版も併載され、現在との比較が可能です。 

■『地図で見る多摩の変遷』 1:50,000 日本地図センター／編 1993 【市立・大野・橋本】 

相模原市を含む多摩地域の地図が、明治 40 年、大正 12 年、昭和 26 年、昭和 47 年、平成 2 年

の全 5枚収録されています。 
 

 

■『住宅地図 相模原市』 ゼンリン （1982年以前の発行社名：日本住宅地図出版） 

昭和 30年代から作成されていますが、発行は地域によって差があり、相模原市は 1973(昭和

48)年からの発行になります。発行年によって分冊の仕方が異なりますが、現在は中央区、南

区、緑区 1(橋本)、緑区 2(城山)、緑区 3(津久井)、緑区 4(相模湖)、緑区 5(藤野)の全 7冊で

発行されています。各図書館の所蔵は次のとおりです。 

市立：1973(昭和 48)年～ 

大野：1981(昭和 56)年と 1989(平成元)年～ 

橋本：2002(平成 14)年～ 

＊神奈川県内の市町村、町田市、八王子市など、近隣の住宅地図もあります。 

■『ブルーマップ 相模原市』 ゼンリン 

住所から「地番」と「住居表示番号」がわかりやすく対照できる住宅地図です。 

公図情報や都市計画用途地域の情報も記載されています。 

「地番」は、登記簿の閲覧・申請のときに必要になります。 

相模原市北部      2001年 【大野】、2006年  【橋本】 

相模原市南部      2008年 【大野】、2006年  【橋本】 

相模原市中央区     2014年 【市立】 

相模原市緑区 1（橋本） 2014年 【橋本・市立】 

相模原市緑区 2（城山）  2017年 【橋本】 
 

 

  明治期から昭和にかけて作成された地図帳形式の資料です。登記所や市町村役場の設置する

公図と土地台帳をもとに、個人や出版社が編集し、地番・地目・地籍・地価・所有者名など

が記載されています。記載事項がさまざまな上、作成された地域・時期も限られています。 

■『相模原市土地宝典』伊藤松之助／編 帝国市町村地図刊行会 1962(昭和 37) 

①大字：大沼・鵜野森・古渕・上鶴間                    【大野】 

②大字：当麻・下溝・麻溝台・磯部・新戸・新磯野              【大野】 

③大字：相原・橋本・小山・清兵衛新田・上矢部・矢部新田・淵野辺      【市立】 

■『相模原市土地宝典最新版』原田正巳／編 地図研究社 1972 (昭和 47)      【市立】 

 ①麻溝地区 ②大野地区 ③上溝地区 ④橋本地区 

２ 住宅地図 

３ 土地宝典 

ほう 
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■『座間町土地宝典』 伊藤松之助／編 1962(昭和 34)            【大野】 

■『相模湖町土地宝典』 佐藤好久／編 明広社 1978(昭和 53)年 

【相模湖公民館図書室】 

 

 

 東日本大震災以降、関心が高まっています。関連資料として以下のものがあります。 

  

 ■地図 

『相模原市防災地図』            相模原市 2006 【市立・大野・橋本】 

『相模原市洪水ハザードマップ 保存版 平成 23年 3月改定』 

（相模川・境川・鳩川・道保川洪水避難地図） 相模原市 2011 【市立・大野・橋本】 

『相模原市洪水ハザードマップ 保存版』（串川・道志川洪水避難地図） 

相模原市 2010 【市立・大野・橋本】 

『相模原市浸水(内水)ハザードマップ』      相模原市 2012 【市立・大野・橋本】 

  『相模原市土砂災害ハザードマップ』 

（緑区青山・根小屋・長竹・三井・太井・中野） 相模原市 2014【市立・大野・橋本】 

（緑区藤野・城山）              相模原市 2016【市立・大野・橋本】 

（南区・中央区・緑区（橋本・大沢））     相模原市 2017【市立・大野・橋本】 

『相模原市地震防災マップ 揺れやすさマップ』 相模原市 2016【市立・大野・橋本】

＊ハザードマップ、揺れやすさマップは各区役所の行政資料コーナーで配布しています。 

相模原市のホームページからダウンロードもできます。 

『町田市洪水ハザードマップ』         町田市  2008 【市立・大野・橋本】 

『神奈川県の活断層』             神奈川県 2005【市立・大野・橋本】 

  

■本（地形分類図・地盤分類図・活断層分布図などが出ています） 

  『相模原市史 自然編』 

相模原市総務局総務課市史編さん室 2009 【市立・大野・橋本】 

  『相模原市防災アセスメント調査報告書 平成 26年 5月』 

相模原市 2014 【市立・大野・橋本】 

  『全国 77都市の地盤と災害ハンドブック』DVD-ROM付 

地盤工学会／編 丸善 2012 【橋本】 

  『日本の液状化履歴マップ 745-2008』DVD-ROM付 

若松加寿江／著 東京大学出版会 2011 【市立】 

  『全国地震動予測地図 －地図を見て私の街の揺れを知る－』CD-ROM付 

地図編、手引・解説編   地震調査研究推進本部地震調査委員会 2010 【市立】 

 

 

土地の価格(地価)には、実際の取引価格(実勢価格)のほかに、取引価格の指標とすることを

目的にする「地価公示」「都道府県地価調査」、課税標準額を定めることを目的とする「路

線価」があります。 

■『路線価図 平成 29年分 第 13分冊』東京国税局／編 全国官報販売協同組合  2017 

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、綾瀬市の平成 29年分財産評価基準書です。 

毎年 7月頃に刊行されます。                 【市立・大野・橋本】 

■『地価公示 平成 29年』 国土交通省土地鑑定委員会 2017   【市立・大野・橋本】 

地図はありませんが、全国の地価公示の価格が見られます。 

４ 地質・地盤・防災に関する地図 

５ 土地の価格に関する地図 
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■『地価公示標準地の付近案内図 平成 24年』（平成 24年までで作成終了） 

国土交通省土地鑑定委員会 2012 【市立・大野・橋本】 

■『神奈川県地価調査基準地案内図 平成 24年』（平成 24年までで作成終了） 

神奈川県政策局政策総務部土地水資源対策課 2012 【市立・大野・橋本】 

 

 

■地形図 

「地理院地図」 https://mapps.gsi.go.jp/ 

国土地理院のホームページにあり、最新の地図が閲覧できます。 

国土地理院ホーム＞ＧＩＳ・国土の情報＞地理院地図 

 

■地質・地盤・防災に関する地図 

  「国土交通省 ハザードマップポータルサイト」 https://disapotal.gsi.go.jp/ 

市町村がインターネットに公開している洪水・内水・高潮・津波・土砂災害・火山のハ 

ザードマップを調べることができます。 

「相模原市 防災危機管理情報 防災マップ」 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/bousai/1008688/ 

相模原市で作成している防災に関する地図が閲覧できます。 

 

■土地の価格に関する地図 

  「路線価図」http://www.rosenka.nta.go.jp/ 

国税庁のホームページで毎年 7月に公表され、7年分閲覧できます。 

  「地価公示」http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html 

国土交通省のホームページで 3年分を閲覧できます。 

政策情報・分野別一覧＞土地・建設産業＞地価公示 

（毎年 1月 1日時点の価格が 3月の官報に掲載されます） 

 

 ■国立国会図書館所蔵の地図 

  「国立国会図書館リサーチナビ 地図をさがす」 http://rnavi.ndl.go.jp/chizu/ 

国立国会図書館東京本館地図室の所蔵資料の紹介を中心に、地図の利用方法やテーマ別の

検索方法など、様々な地図資料の探し方を案内しています。 

地図に関連する機関のリンク集や、古地図の画像を公開しているウェブサイトの紹介もし

ています。 

 

 

 
 

発行   相模原市の図書館     http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/ 

（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

さがみお 

 

★図書館にない本を入手するには？ 

リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。 

詳しくは調べものカウンターへご相談ください。 

 

★図書館にない雑誌記事を入手するには？ 

県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写を、それぞれ取り寄せるこ

とが出来ます。調べものカウンターでご相談ください。 

 

★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま

す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

 

６ Ｗｅｂで探す  


