
 1：10000地形図 ※地区名とは、その図が含まれる一つ小さい縮尺の図名（1:10000の場合1:25000）

地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

小牧 春日井北部 かすがいほくぶ国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-1-2

小牧 春日井北部 かすがいほくぶ国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-1-2

小牧 春日井北部 かすがいほくぶ国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-1-2 複本（書庫）

小牧 春日井北部 かすがいほくぶ国土地理院 平成17年1月1日 平成14年修正 E10-1-1-2

小牧 小牧 こまき 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-1-4

小牧 小牧 こまき 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-1-4

小牧 小牧 こまき 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-1-4 複本（書庫）

小牧 小牧 こまき 国土地理院 平成17年1月1日 平成14年修正 E10-1-1-4

名古屋北部 春日井 かすがい 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-2-1

名古屋北部 春日井 かすがい 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-2-1

名古屋北部 春日井 かすがい 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-2-1 複本（書庫）

名古屋北部 春日井 かすがい 国土地理院 平成17年1月1日 平成14年修正 E10-1-2-1

名古屋北部 守山 もりやま 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年編集 E10-1-2-2

名古屋北部 守山 もりやま 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-1-2-2

名古屋北部 守山 もりやま 国土地理院 平成10年9月1日 平成9年修正 E10-1-2-2

名古屋北部 師勝 しかつ 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-2-3

名古屋北部 師勝 しかつ 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-2-3

名古屋北部 師勝 しかつ 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-2-3 複本（書庫）

名古屋北部 師勝 しかつ 国土地理院 平成17年1月1日 平成14年修正 E10-1-2-3 以降図名「楠」

名古屋北部 名古屋城 なごやじょう 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年編集 E10-1-2-4

名古屋北部 名古屋城 なごやじょう 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-1-2-4

名古屋北部 名古屋城 なごやじょう 国土地理院 平成10年11月1日 平成9年修正 E10-1-2-4

一宮 一宮東部 いちのみやとうぶ国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-3-1

一宮 一宮東部 いちのみやとうぶ国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-3-1

一宮 一宮東部 いちのみやとうぶ国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-3-1 複本（書庫）

一宮 一宮東部 いちのみやとうぶ国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-3-1

一宮 一宮ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ いちのみやいんた国土地理院 平成1年8月1日 平成元年編集 E10-1-3-2

一宮 一宮ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ いちのみやいんた国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-3-2

一宮 一宮ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ いちのみやいんた国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-3-2 複本（書庫）

一宮 一宮ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ いちのみやいんた国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-3-2

一宮 一宮 いちのみや 国土地理院 平成1年8月1日 平成元年編集 E10-1-3-3

一宮 一宮 いちのみや 国土地理院 平成7年8月1日 平成6年修正 E10-1-3-3
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一宮 一宮 いちのみや 国土地理院 平成7年8月1日 平成6年修正 E10-1-3-3 複本（書庫）

一宮 一宮 いちのみや 国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-3-3

一宮 国府宮 こうのみや 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E10-1-3-4

一宮 国府宮 こうのみや 国土地理院 平成7年8月1日 平成6年修正 E10-1-3-4

一宮 国府宮 こうのみや 国土地理院 平成7年8月1日 平成6年修正 E10-1-3-4 複本（書庫）

一宮 国府宮 こうのみや 国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-3-4

清洲 清洲 きよす 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-4-1

清洲 清洲 きよす 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-4-1 複本（書庫）

清洲 清洲 きよす 国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-4-1

清洲 甚目寺 じもくじ 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-4-2

清洲 甚目寺 じもくじ 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-1-4-2 複本（書庫）

清洲 甚目寺 じもくじ 国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-1-4-2

名古屋南部 東山公園 ひがしやまこうえん国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-1-1

名古屋南部 東山公園 ひがしやまこうえん国土地理院 平成10年9月1日 平成9年修正 E10-2-1-1

名古屋南部 野並 のなみ 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-1-2

名古屋南部 野並 のなみ 国土地理院 平成10年9月1日 平成9年修正 E10-2-1-2

名古屋南部 栄 さかえ 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-1-3

名古屋南部 栄 さかえ 国土地理院 平成9年2月1日 平成8年部分修正（鉄道） E10-2-1-3

名古屋南部 栄 さかえ 国土地理院 平成10年9月1日 平成9年修正 E10-2-1-3

名古屋南部 熱田神宮 あつたじんぐう 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-1-4

名古屋南部 熱田神宮 あつたじんぐう 国土地理院 平成10年3月1日 平成9年修正 E10-2-1-4

鳴海 鳴海 なるみ 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年編集 E10-2-2-1

鳴海 鳴海 なるみ 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-2-1

鳴海 鳴海 なるみ 国土地理院 平成10年7月1日 平成9年修正 E10-2-2-1

鳴海 柴田 しばた 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和63年編集 E10-2-2-3

鳴海 柴田 しばた 国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-2-3

鳴海 柴田 しばた 国土地理院 平成10年7月1日 平成9年修正 E10-2-2-3

蟹江 八田 はった 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-2-3-1

蟹江 八田 はった 国土地理院 平成6年9月1日 平成5年修正 E10-2-3-1 複本（書庫）

蟹江 八田 はった 国土地理院 平成17年1月1日 平成13年修正 E10-2-3-1

蟹江 下之一色町 しものいっしきちょう国土地理院 昭和63年5月30日 昭和63年編集 E10-2-3-2

蟹江 下之一色町 しものいっしきちょう国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-3-2
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蟹江 下之一色町 しものいっしきちょう国土地理院 平成10年3月1日 平成9年修正 E10-2-3-2

飛島 金城ふ頭 きんじょうふとう国土地理院 平成1年8月1日 平成元年編集 E10-2-4-1

飛島 金城ふ頭 きんじょうふとう国土地理院 平成5年7月1日 平成4年修正 E10-2-4-1

飛島 金城ふ頭 きんじょうふとう国土地理院 平成10年7月1日 平成9年修正 E10-2-4-1

高蔵寺 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 平成1年8月1日 平成元年編集 E7-13-3-4

高蔵寺 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-3-4

高蔵寺 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-3-4 複本（書庫）

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E7-13-4-1

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-4-1

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-4-1 複本（書庫）

瀬戸 尾張旭 おわりあさひ 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E7-13-4-3

瀬戸 尾張旭 おわりあさひ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-4-3

瀬戸 尾張旭 おわりあさひ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-4-3 複本（書庫）

瀬戸 長久手 ながくて 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E7-13-4-4

瀬戸 長久手 ながくて 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-13-4-4

瀬戸 長久手 ながくて 国土地理院 平成8年12月1日 平成8年部分修正（鉄道） E7-13-4-4

瀬戸 長久手 ながくて 国土地理院 平成8年12月1日 平成8年部分修正（鉄道） E7-13-4-4 複本（書庫）

平針 日進 にっしん 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E7-14-3-3

平針 日進 にっしん 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-14-3-3

平針 日進 にっしん 国土地理院 平成8年3月1日 平成7年部分修正（行政名） E7-14-3-3

平針 日進 にっしん 国土地理院 平成8年3月1日 平成7年部分修正（行政名） E7-14-3-3 複本（書庫）

平針 平針 ひらばり 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年編集 E7-14-3-4

平針 平針 ひらばり 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-14-3-4

平針 平針 ひらばり 国土地理院 平成8年3月1日 平成7年部分修正（行政名） E7-14-3-4

平針 平針 ひらばり 国土地理院 平成8年3月1日 平成7年部分修正（行政名） E7-14-3-4 複本（書庫）

知立 豊明 とよあけ 国土地理院 平成1年8月1日 平成元年編集 E7-14-4-3

知立 豊明 とよあけ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-14-4-3

知立 豊明 とよあけ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正 E7-14-4-3 複本（書庫）

- 味鋺 あじま 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和29年資料修正（行政区画） E8-1　ケ 旧地形図  

- 味鋺 あじま 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和29年資料修正（行政区画） E8-1　ケ 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋東北部 なごやとうほくぶ国土地理院 昭和31年11月30日 昭和29年資料修正（行政区画） E8-1　コ 旧地形図  

- 名古屋東北部 なごやとうほくぶ地理調査所 昭和31年11月30日 昭和29年資料修正（行政区画） E8-1　コ 旧地形図  複本（書庫）
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- 小田井 おだい 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　セ 旧地形図  

- 小田井 おだい 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　セ 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋西北部 なごやせいほくぶ国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　ソ 旧地形図  

- 名古屋西北部 なごやせいほくぶ地理調査所 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　ソ 旧地形図  複本（書庫）

- 甚目寺 じもくじ 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　ト 旧地形図  

- 甚目寺 じもくじ 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-1　ト 旧地形図  複本（書庫）

- 東山 ひがしやま 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　ア 旧地形図  

- 八事 やごと 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　イ 旧地形図  

- 八事 やごと 地理調査所 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　イ 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋東南部 なごやとうなんぶ国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　カ 旧地形図  

- 名古屋東南部 なごやとうなんぶ国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　カ 旧地形図  複本（書庫）

- 熱田 あつた 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　キ 旧地形図  

- 熱田 あつた 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　キ 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋西南部 なごやせいなんぶ国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　サ 旧地形図  

- 千年 ちとせ 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　シ 旧地形図  

- 千年 ちとせ 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　シ 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋港 なごやこう 地理調査所 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　ス 旧地形図  

- 名古屋港 なごやこう 地理調査所 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　ス 旧地形図  複本（書庫）

- 名古屋港口 なごやこうこう 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　セ 旧地形図  

- 名古屋港口 なごやこうこう 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　セ 旧地形図  複本（書庫）

- 岩塚 いわつか 国土地理院 昭和30年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　タ 旧地形図  

- 岩塚 いわつか 地理調査所 昭和30年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　タ 旧地形図  複本（書庫）

- 下之一色 しものいっしき 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　チ 旧地形図  

- 下之一色 しものいっしき 地理調査所 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　チ 旧地形図  複本（書庫）

- 藤高 ふじたか 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　ツ 旧地形図  

- 藤高 ふじたか 国土地理院 昭和31年11月30日 昭和28年修正測量 E8-2　ツ 旧地形図  複本（書庫）

岐阜 笠松 かさまつ 国土地理院 平成17年2月1日 平成13年修正 E9-4-4-4
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