
1 1･2･1 第二東名自動車道 34.5 酒井 上落合 1,940 平成8年6月11日 県告示第533号

2 1･3･1 さがみ縦貫道路 24 金田 上依知 8,610 平成6年6月17日 県告示第547号

3 1･4･1 厚木秦野道路 20.5 中依知 七沢 9,810 平成8年6月11日 県告示第538号

4 3･3･1 平塚相模原線 22 戸田 上依知 14,870 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 平成8年11月15日 県告示第933号

5 3･3･2 本厚木上荻野線 22 中町 上荻野 7,520 昭和27年1月30日 建設省告示第94号 平成8年6月11日 県告示第543号

6 3･3･3 伊勢原横浜線 22 戸田 長沼 1,540 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 平成元年7月14日 県告示第637号

7 3･3･4 上今泉岡津古久線 22 金田 岡津古久 9,030 昭和44年5月20日 建設省告示第2561号 平成元年7月14日 県告示第636号

8 3･3･5 厚木環状３号線 22 長谷 棚沢 7,850 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 平成26年11月28日 県告示第591号

9 3･3･6 座間荻野線 22 関口 下荻野 4,160 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和61年2月25日 県告示第133号

10 3･3･7 厚木環状４号線 22 山際 中荻野 3,580 昭和44年5月20日 建設省告示第2561号 昭和50年4月1日 県告示第252号

11 3･4･1 工業団地中央幹線 20 関口 上依知 3,680 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

12 3･4･2 藤塚桜台線 20 上依知 上依知 980 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

13 3･4･3 東京沼津線 18 厚木 愛甲 4,750 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 平成元年7月14日 県告示第636号

14 3･4･4 厚木環状１号線 18 旭町 妻田 4,620 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和53年11月7日 県告示第877号

15 3･4･5 246号船子線 20 船子 温水 630 昭和47年4月21日 建設省告示第491号 昭和50年4月1日 県告示第252号

16 3･4･6 旭町松枝町線 16 厚木 水引 1,910 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 昭和50年4月1日 県告示第252号

17 3･4･7 厚木バイパス線 16 酒井 三田 9,580 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

18 3･4･8 本厚木下津古久線 16 旭町 下津古久 4,160 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

19 3･4･9 本厚木川本線 16 厚木 恩名 760 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

20 3･4･10 尼寺原幹線 16 水引 飯山 4,980 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 平成8年6月11日 県告示第544号

21 3･4･11 厚木環状２号線 16 愛甲 三田 6,830 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 平成8年6月11日 県告示第544号

22 3･4･12 酒井長谷線 16 酒井 長谷 4,130 昭和44年5月20日 建設省告示第2561号 昭和60年8月2日 県告示第679号

23 3･4･13 榎戸北矢線 16 岡田 岡田 570 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

24 3･4･14 昭和橋線 16 上依知 上依知 1,480 昭和44年5月20日 建設省告示第2561号 昭和50年4月1日 県告示第252号

25 3･4･15 溝野日影坂上線 16 上依知 上依知 1,070 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

26 3･4･16 工業団地東幹線 16 上依知 上依知 1,020 昭和38年3月2日 建設省告示第384号 昭和50年4月1日 県告示第252号

27 3･4･17 船子飯山線 18 船子 飯山 8,430 昭和55年6月3日 県告示第475号 平成8年6月11日 県告示第543号

28 3･4･18 森の里西若宮線 16 上古沢 小野 1,980 昭和55年6月3日 県告示第475号 平成元年7月14日 県告示第637号

29 3･4･19 森の里東若宮線 16 小野 上古沢 1,440 昭和55年6月3日 県告示第475号 平成元年7月14日 県告示第637号

30 3･5･1 中溝永町線 12 中町 元町 760 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 昭和50年4月1日 市告示第34号

31 3･5･2 厚木停車場旭町線 12 泉町 幸町 460 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 平成27年5月29日 市告示第152号

32 3･5･3 下之谷恩名線 12 中町 恩名 880 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 昭和50年4月1日 市告示第34号

33 3･5･4 愛甲原小稲葉線 12 愛甲 愛甲 140 昭和39年9月1日 建設省告示第2543号 昭和50年4月1日 市告示第34号

34 3･5･5 船子酒井線 12 船子 酒井 1,400 昭和56年11月2日 市告示第98号

35 3･5･6 上ノ原西ノ久保線 12 金田 下依知 1,500 昭和56年11月16日 市告示第103号 昭和60年3月5日 市告示第32号

36 3･5･7 上荻野東線 12 上荻野 上荻野 2,230 平成元年11月21日 市告示第143号

37 3･5･8 上荻野関谷線 12 上荻野 上荻野 210 平成元年11月21日 市告示第143号

38 3･5･9 下古沢森の里青山線 12 下古沢 森の里青山 960 平成26年11月28日 市告示第304号

39 3･5･10 森の里下古沢線 12 森の里青山 下古沢 580 平成26年11月28日 市告示第304号

40 3･6･1 中町北停車場線 8 中町二丁目 厚木町 480 昭和27年1月30日 建設省告示第94号 昭和58年12月22日 市告示第150号

41 3･6･2 立月永町線 8 寿町二丁目 寿町三丁目 480 昭和29年5月21日 建設省告示第956号 昭和50年4月1日 市告示第34号

42 3･6･3 社家岡田線 11.5 岡田 岡田 570 平成6年11月25日 市告示第159号

43 7･7･1 区画街路１号線 5 厚木 温水 520 昭和48年2月12日 市告示第25号 昭和50年4月1日 市告示第34号

44 7･7･2 区画街路２号線 5 厚木 温水 570 昭和48年2月12日 市告示第25号 昭和50年4月1日 市告示第34号

45 7･7･3 区画街路３号線 5 厚木 幸町 300 昭和51年10月6日 市告示第131号

46 8･5･1 森の里四季の路 16 小野 上古沢 1,430 昭和59年10月12日 市告示第200号

47 8･6･1 本厚木駅前東口地下道 8 中町二丁目 中町一丁目 160 昭和56年11月16日 市告示第101号 昭和59年5月30日 市告示第80号

48 8･6･2 森の里春の路 8 小野 小野 1,130 昭和59年10月12日 市告示第200号

49 8･7･1 鳶尾歩行者専用道１号線 6～10 鳶尾一丁目 鳶尾五丁目 1,430 昭和50年3月28日 市告示第32号

50 8･7･2 上荻野東部１号線 7 上荻野 上荻野 380 平成元年11月21日 市告示第143号

51 8･7･3 上荻野東部２号線 7 上荻野 上荻野 270 平成元年11月21日 市告示第143号

52 8･7･4 上荻野東部３号線 7 上荻野 上荻野 190 平成元年11月21日 市告示第143号
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