
羽津地区羽津地区羽津地区羽津地区のののの街区多角点街区多角点街区多角点街区多角点
番号 設置箇所 設置道路名（位置） 設置場所（詳細・目印） 標高(m)

10C77 羽津古新田 富士8号線・霞ヶ浦12号線 JRｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽから100m東交差点 0.325

10C76 羽津古新田 霞ヶ浦16号線 国道23号すぐ西側水路沿い 0.344

10C38 白須賀一丁目・富士町 霞ヶ浦垂坂線・富士電機北門進入道路 川崎金属北西交差点 0.954

10C50 富士町 富士5号線 川村化学東南交差点 1.080

10B48 白須賀三丁目 国道1号（東側歩道） 三重石商事前国道1号歩道 1.084

10C48 富士町 富士電機北門進入道路・富士3号線 川崎金属南西交差点 1.147

10C21 白須賀１、２丁目 沢の川線・白須賀5号線 八田ビル前信号より220m東交差点 1.251

10C37 白須賀一丁目・富士町 霞ヶ浦垂坂線・富士21号線 ｼｬﾄﾚ愛松霞ヶ浦前交差点 1.365

10C80 富士町 富士13号線・富士16号線 ｲｽﾞﾐ電子㈱前交差点 1.559

10C47 富士町 富士19号線・富士21号線 富士電機正門より150m北 1.748

10C79 富士町 富士5号線・富士8号線 早川和宏宅前交差点 1.786

10C46 富士町 富士21号線・富士22号線 積和建設㈱南西交差点 1.830

10C36 羽津町21番地先 霞ヶ浦垂坂線 瀬古製粉横 1.907

10C53 富士町・金場町 富士電機正門進入道路 国道1号信号から80m東 1.946

10B47 八田三丁目 富田金場線 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ「アクトス」西 1.970

10C74 富士町 富士電機南門進入道路・富士16号線 富士電機ﾌﾞﾙｰｱｰｸ東南交差点 2.016

10C73 富士町・金場町 富士2号線・富士16号線 富士電機南西交差点 2.062

10C55 金場町 金場2号線 森元就宅東 2.111

10B44 大字羽津 富田山城線 斎奉閣駐車場北 2.187

10C49 富士町 富士電機北門進入道路・富士5号線 富士電機北門前 2.283

10C02 八田一丁目 沢の川線・八田19号線 華実苑P横 2.355

10C87 富士町 山手通り・富士電機南門進入道路 森寺工機前交差点 2.376

10C20 八田二丁目 沢の川線・富田金場線 八田第一子ども広場横 2.616

10C45 羽津町 羽津13号線・八田19号線 南町会館前交差点 2.632

10C44 羽津町12-1地先 羽津14号線・羽津15号線 広瀬保仁宅前交差点 2.651

10B51 白須賀三丁目 米洗川線 JR踏切より25m西 2.815

10B99 羽津中二丁目3-23地先 羽津21号線・別名50号線 関谷宅前交差点 2.990

10B50 白須賀三丁目 米洗川線 国道1号信号より東へ180m 3.026

10C19 羽津中一丁目5-28地先 霞ヶ浦垂坂線・羽津21号線 池田歯科前交差点 3.064

10C54 城山町 県道四日市員弁線 アラキヤより180m入った交差点 3.277

10B98 別名５・羽津中２ 羽津34号線・別名50号線 ﾐﾔｵ前信号より南へ120m 3.398

10C01 八田一丁目 沢の川線 近鉄踏切東 3.627

10C39 大字羽津（霞ヶ浦南部） 国道23号（西側歩道） (有)橋北工業の西 3.792

10C33 大宮町 県道四日市員弁線 羽津地区市民センター前 4.129

10B49 八田三丁目 国道1号・米洗川線 国道1号、車検場南 4.150

10C32 大宮町 県道四日市員弁線 志氐神社横 4.167

10B97 羽津中三丁目 沢の川線・羽津34号線 ミヤオ前信号交差点 4.752

10C31 大宮町27番地先 県道四日市員弁線・羽津34号線 聖ハイツ前交差点 4.785

10C12 大宮西町 県道四日市員弁線 羽津会館下 4.832

10C11 別名五丁目5-1地先 阿倉川西富田線・沢の川線 ワタリ理容前交差点 4.867

10B52 大字羽津（霞ヶ浦北部） 国道23号側道 米洗川橋梁北詰め 5.148

10B96 八田三丁目 米洗川線 米洗川近鉄踏切東 5.452

10C51 大宮町1-9地先 羽津山1号線・大宮7号線 梅本医院より100m西交差点 5.500

10C78 羽津古新田 国道23号 海蔵川左岸三重橋西詰め 5.544

10B95 別名五丁目5-地先 阿倉川西富田線・沢の川線 別名5丁目ローソン前交差点 5.667

10C88 富士町 三重橋垂坂線 海蔵川左岸新開橋東詰め 6.482

10B94 大字羽津 阿倉川西富田線・米洗川線 米洗川堤防 7.160

10B91 別名五丁目6-6地先 沢の川線・羽津堅田9号線 森永牛乳販売店前交差点 7.445

10C63 羽津山町 山手通り・羽津山1号線 不二家前交差点 8.321

10C52 羽津山町16-16地先 羽津山1号線・城山4号線 今谷眼科北東交差点 8.370

10C10 別名一丁目12-地先 霞ヶ浦垂坂線・阿倉川西富田線 サークルK前交差点 8.552

10B88 南いかるが町5-地先 県道四日市員弁線・別名7号線 矢田宅前交差点 9.929
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10B90 別名四丁目19-21地先 沢の川線・別名18号線 清水宅前交差点 9.985

10B93 別名四丁目18-1地先 別名14号線・別名18号線 宇城宅前交差点 10.553

10C08 大宮西町18-4地先 大宮18号線・別名28号線 内山秀山製陶前交差点 10.936

10C09 大宮町20番地先 別名大宮線・大宮14号線 法徳製陶所東交差点 11.188

10C61 羽津山町 山手通り 利行前 11.651

10C62 羽津山町 山手通り・羽津山5号線 アミカ前交差点 11.708

10C40 大宮町9-19地先 大宮14号線・大宮32号線 新井宅前交差点 12.409

10C07 別名一丁目11-1地先 阿倉川西富田線・別名28号線 点滅信号交差点 14.158

10C35 大宮西町13番地先 別名大宮線・大宮19号線 おしゃれハウスJUN前交差点 14.232

10B85 大字羽津（いかるが） 県道四日市鈴鹿環状線・別名17号線 ｳﾞｨﾗ四日市南交差点より東へ150m 14.242

10C03 別名一丁目16-11地先 霞ヶ浦垂坂線・別名18号線 川戸ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ前交差点 14.995

10B87 南いかるが町15-22地先 別名1号線・別名7号線 樋口宅前交差点 15.275

10C43 羽津山町6-1地先 山手通り 山の手園芸前交差点 15.368

10C41 大宮西町6-9地先 大宮19号線・大宮32号線 水谷宅前交差点 15.391

10C42 羽津山町7-15地先 大宮29号線・大宮30号線 小井税理士事務所前交差点 15.622

10C34 別名一丁目1-1地先 阿倉川西富田線・別名大宮線 別名一丁目ローソン前交差点 15.950

10B89 別名三丁目14- 沢の川線・別名1号線 住まい工房「藍」前交差点 17.072

10C06 別名一丁目15-地先 別名25号線・別名28号線 シティハイツ森前交差点 17.222

10B92 別名三丁目6-22地先 別名1号線・別名14号線 安田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ東南交差点 17.587

10C05 別名二丁目8-15地先 別名6号線・別名28号線 壷内宅前交差点 17.842

10C04 別名二丁目9-11地先 別名1号線・別名28号線 永田宅前交差点 18.272

10B86 南いかるが町17-7地先 別名7号線・別名17号線 安田宅前交差点 18.689

10C14 別名二丁目1-1地先 別名28号線・別名大宮線 荒木宅前交差点 22.078

10C23 山手町・緑丘町 山手通り 住宅地東南交差点 22.797

10C13 別名二丁目2-7地先 別名1号線・別名大宮線 井上宅前交差点 23.016

10C22 緑丘町 山手通り 住宅地中心部すぐ南 25.262




