
世界測地系（測地成果2011）

過去 ※2
6年間の 令和4.1.1

※1 ※1 ※1 ※1 変動量 調査開始 の真高 備     考
平成26.1.1 平成28.1.1 平成30.1.1 令和2.1.1 平成28.1.1 年からの
平成28.1.1 平成30.1.1 令和2.1.1 令和4.1.1 令和4.1.1 変動量 (T.P.)

(mm) (mm) (m)

茅1 中島1134 日枝神社 H21.1.1 -8.7 -1.3 -8.2 -5.5 -15.0 -59.7 3.1583 平成20年度改埋

仮茅2 中島1355地先 竜泉寺の湯前路上 H26.1.1 ― -2.6 -8.9 -6.9 -18.4 -18.4 2.9878 平成27年度仮点

茅3 柳島1丁目3-28 善福寺 S49.1.1 -8.1 -1.8 -10.0 -7.2 -19.0 -134.8 2.4987

茅4 柳島1594 柳島小学校 S49.1.1 -9.0 -1.5 -10.2 -6.2 -17.9 -121.9 3.2332 昭和56年度改埋

茅7 萩園2678 ナストーア㈱ H24.1.1 -9.6 -3.2 -7.6 -7.5 -18.3 -32.4 4.1061 平成23年度改埋

茅8 萩園2722 BASFジャパン㈱技術センター S49.1.1 -8.9 -3.1 -6.9 -7.4 -17.4 -128.8 4.0043

茅10 萩園836 市環境事業センター S49.1.1 -7.2 -4.1 -6.8 -6.6 -17.5 -124.5 5.1723

仮茅12 下町屋3丁目5-38地先 ベルコースト茅ヶ崎前 H26.1.1 -7.4 -2.9 -9.3 -7.5 -19.7 -27.1 3.3120 平成25年度仮点

茅13 浜之郷444地先 鶴嶺児童公園 S49.1.1 -7.9 -3.9 -9.2 -7.5 -20.6 -131.2 3.3428

仮茅14 矢畑64地先 矢畑64地先路上 H16.1.1 -6.7 -2.7 -9.3 -6.8 -18.8 -76.1 4.6912 平成15年度仮点

茅16 矢畑782 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎敷地内 H3.1.1 -8.0 -4.4 -7.2 -9.1 -20.7 -102.2 4.5679 平成2年度改埋

仮茅18 茅ヶ崎4丁目4-16地先 東邦チタニウム㈱西路上 H14.1.1 -8.7 -4.4 -7.0 -11.2 -22.6 -92.4 3.4631 平成13年度仮点

茅19 茅ヶ崎3丁目3-5 東邦チタニウム㈱ S49.1.1 -9.2 -5.0 -8.9 -9.0 -22.9 -155.6 4.5806

茅20 茅ヶ崎2丁目7-58 一里塚公園 H9.1.1 -10.0 -5.4 -8.8 -14.2 -28.4 -122.4 4.7774 平成8年度改埋

茅22 西久保546 宝生寺 H7.1.1 -5.5 -3.1 -7.4 -6.4 -16.9 -77.8 5.9357 平成6年度改埋

茅23 西久保1645 東京電力㈱茅ヶ崎変電所内 S49.1.1 -6.0 -3.2 -6.6 -7.1 -16.9 -106.9 6.2162 昭和57年度改埋

茅24 高田1丁目1569 本在寺 S59.1.1 -5.8 -3.2 -4.9 -8.4 -16.5 -97.2 8.8558 昭和58年度改埋

茅25 赤羽根468 神明大神社 S49.1.1 -6.7 -5.0 -5.0 -9.7 -19.7 -119.5 11.5820

茅26 室田1丁目15-266 永昌寺 S62.1.1 -6.8 -4.4 -4.1 -9.1 -17.6 -88.1 10.4666 昭和61年度改埋

茅27 菱沼1丁目1-1 松林小学校 S49.1.1 -7.4 -3.6 -4.0 -9.9 -17.5 -120.1 10.1593

茅28 赤松町12-40 赤松公園 H30.1.1 -9.7 ― -6.8 -10.8 ― -18.1 12.8866 平成29年4月移設

茅29 本宿町11-66 湘南CORUN ENERGY㈱ S49.1.1 -8.8 -6.3 -5.5 -11.6 -23.4 -108.5 12.0830

茅30 松浪1丁目10-4 ふれあい活動ホームあかしあ S55.1.1 -8.8 -2.5 -6.7 -8.7 -17.9 -110.7 11.2366 昭和54年度改埋

茅31 松浪2丁目6-47 松浪中学校 S49.1.1 -8.7 -1.1 -6.4 -8.5 -16.0 -116.3 10.2845

茅32 松浪1丁目1-61 松浪小学校 S49.1.1 -9.3 -2.6 -7.8 -9.5 -19.9 -118.9 11.5551

仮茅33 東海岸北4丁目16-8地先 東海岸北4丁目16-8地先路上 H14.1.1 -8.2 -1.9 -5.0 -10.5 -17.4 -78.7 10.0533 平成13年度仮点

茅34 共恵1丁目10-23 茅ヶ崎小学校 S49.1.1 -8.7 -4.8 -4.6 -10.3 -19.7 -116.3 6.1239

茅35 中海岸3丁目3-11 茅ヶ崎市営球場 S49.1.1 -8.9 -2.5 -5.4 -11.1 -19.0 -140.2 7.0705

茅37 香川1205 浄心寺駐車場 H21.1.1 -6.4 -3.1 -5.8 -8.3 -17.2 -58.4 11.9546 平成20年度改埋

茅38 下寺尾515 茅ヶ崎北陵高等学校 S49.1.1 欠測 欠測 欠測 欠測 ― ― ― 平成27年度より欠測

仮茅38 下寺尾444-7地先 茅ヶ崎北陵高等学校南東交差点 H26.1.1 -4.8 -2.1 -6.3 -6.1 -14.5 -19.3 14.3219 平成25年度仮点

茅39 芹沢944 小出小学校 S49.1.1 -4.8 -2.7 -5.0 -5.4 -13.1 -99.8 52.0875

 茅 ヶ 崎 市 地 盤 沈 下 調 査 変 動 量 

各年別変動量（ｍｍ）
調査開始

年月日

水準点

番号

所在地

町（字）名 目標

※1：平成25年度より隔年実施の為、2年間変動量を記載。
※2：平成28.1.1からの標高は、関東地区地盤沈下調査測量協議会計算の「Ⅰ10350」および「交35-7」の成果に基づき計算したものである。



世界測地系（測地成果2011）

過去 ※2
6年間の 令和4.1.1

※1 ※1 ※1 ※1 変動量 調査開始 の真高 備     考
平成26.1.1 平成28.1.1 平成30.1.1 令和2.1.1 平成28.1.1 年からの
平成28.1.1 平成30.1.1 令和2.1.1 令和4.1.1 令和4.1.1 変動量 (T.P.)

(mm) (mm) (m)

 茅 ヶ 崎 市 地 盤 沈 下 調 査 変 動 量 

各年別変動量（ｍｍ）
調査開始

年月日

水準点

番号

所在地

町（字）名 目標

茅41 南湖6丁目15-3 西浜中学校 S49.1.1 -8.3 -1.9 -10.6 -7.6 -20.1 -142.5 8.7298

茅42 浜須賀18-5834 小和田浜公園 S49.1.1 欠測 -0.8 -7.9 -8.5 -17.2 -117.4 4.3926 平成25年度欠測

茅43 赤羽根3042 宝積寺 S55.1.1 -7.0 -3.3 -4.2 -8.8 -16.3 -107.4 15.9524

茅44 赤羽根4228 湘南カントリークラブ S55.1.1 -4.4 -4.4 -5.3 -5.9 -15.6 -92.3 46.3676

茅45 堤2412 フジ化成工業㈱ S55.1.1 -7.2 -8.0 -6.1 -6.7 -20.8 -199.5 17.3336

茅46 下寺尾1660 北陽中学校 S55.1.1 -4.3 -1.9 -5.7 -5.1 -12.7 -100.5 15.9099

茅47 室田3丁目1-1 松林中学校 S55.1.1 -7.7 -3.5 -4.7 -9.9 -18.1 -102.6 15.5719

茅48 本村2丁目8-1 ㈱TOTO S55.1.1 -8.3 -1.2 -6.7 -8.5 -16.4 -104.2 11.6192

茅49 円蔵1丁目13-1 円蔵小学校 S55.1.1 -9.5 -5.1 -9.1 -9.1 -23.3 -176.7 5.3109

茅50 鶴が台12-1 鶴が台小学校 S57.1.1 -7.5 -3.5 -7.1 -8.3 -18.9 -108.0 6.1663 昭和56年度改埋

茅51 香川1丁目33-1 香川小学校 S55.1.1 -5.5 -3.7 -5.2 -7.4 -16.3 -79.2 9.8951

茅52 柳島1283 柳島ポンプ場 H28.1.1 ― -1.0 -11.7 -9.5 -22.2 -22.2 4.0781 平成27年11月移設

茅53 浜之郷500 鶴嶺中学校正門 H30.1.1 ― ― -7.7 -6.9 ― -14.6 4.6891 平成29年8月新設

P-21 東海岸南4丁目10-1 第一中学校 S49.1.1 -9.6 -2.0 -5.8 -9.6 -17.4 -79.3 5.9247

Ⅰ38 本宿町2-6地先 本宿町2-6地先路上 S49.1.1 -8.8 -3.8 -6.3 -10.9 -21.0 -113.0 11.9083

Ⅰ39-1 今宿841 信隆寺 S49.1.1 -9.9 -1.6 -8.8 -7.6 -18.0 -115.6 3.4895

Ⅰ001-056 小桜町1-1地先 小桜町1-1地先路上 H19.1.1 -8.6 -1.2 -6.3 -9.3 -16.8 -75.5 15.7088 平成18年度移設

仮Ⅰ001-057 本村4丁目2-25地先 本村歩道橋脇 H28.1.1 ― -3.9 -6.4 -9.8 -20.1 -20.1 13.7605 平成27年度仮点

Ⅰ001-060 下町屋1丁目5-1地先 ニトリ茅ヶ崎店前路上 S64.1.1 -7.9 -2.5 -10.1 -6.1 -18.7 -100.2 5.6291 昭和63年度改埋

Ⅲ5176 萩園1632 満福寺 S49.1.1 -6.1 -2.5 -7.3 -5.9 -15.7 -98.7 4.6479

※1：平成25年度より隔年実施の為、2年間変動量を記載。
※2：平成28.1.1からの標高は、関東地区地盤沈下調査測量協議会計算の「Ⅰ10350」および「交35-7」の成果に基づき計算したものである。
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