
サーパス根塚町

立山連峰が遮るものなく一望できます！

ＶｉＶｉ不動産(株)

富山県富山市大町２３０－１

076-482-2577

http://www.vivi-f.jp/



ＶｉＶｉ不動産(株)

所在地 富山県富山市大町２３０－１ 会社外観

TEL 076-482-2577

営業時間 09:30-18:30

定休日 水曜日　祝日

ご挨拶

当社は『分かり易く、納得＆安心できる不動産取引』を提供することを目的とし、富山市周
辺そして、中古マンションと一戸建ての不動産取引に焦点を絞って、その地域、その商品に
関してはどこにも負けない、地域ナンバーワン企業として日々スタッフ全員元気いっぱい活
動しています。
間取図や写真（最大20枚）、当社独自のパノラマムービー（動画）などを豊富に使って分り
易く、スピーディーに不動産情報をお伝えします。
　宅地建物取引主任者はもちろん、マンション管理士、ファイナンシャルプランナー、住宅
ローンアドバイザーなど各種の資格を持つ担当者が、総合的にお客様をサポート致します。

土・日も営業しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。　

当社外観

会社案内図

一言PR

富山市周辺に特化した不動産仲介専門店　親身になってお手伝い。

得意な種目

中古マンション，中古一戸建て，土地

得意なエリア

富山市（１０年以上の勤務経験あり）

やごう　しゅうじ

矢郷　修治

自己PR

首都圏の不動産ディベロッパー＆不動産仲介会社で10年間の勤務経験を生かし、豊富な知識と熱い不動産魂で、迅速・丁寧にサポート！！富山の不
動産市場をより透明性の高い、開かれた市場にするべく、日々奮闘中！　東京でいろいろなマンションを売却してきましたので富山市のマンション
の売買の事ならだれにも負けません。
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会社・担当者紹介

会社情報

担当者情報



物件種目 建物名・部屋番号

売マンション サーパス根塚町

所在地 交通

富山市根塚町１丁目
富山地鉄富山市内線 / 小泉町駅 徒歩18分
【バス】 西田地方 停歩8分価格 築年月

3,160万円 2008年9月(築12年8ヶ月)

間取り 専有面積 ポイント

4LDK 98.52㎡
ペット相談,楽器相談,角部屋,南向き,24時間セキュリティー,バス１坪以
上,３面採光,24時間換気システム,バリアフリー,閑静な住宅街,外観タイ
ル張り,設計住宅性能評価書あり,前面棟無,隣接建物距離２ｍ以上,管理人
日勤,ＩＴ重説対応物件

階建/階

9階建/8階

外観 間取り 案内図

おすすめコメント
東南角部屋　4LDK+S。ペット2匹迄飼育可♪R3.4月室内クリーニング済！ 立山連峰が遮るものなく一望できます！ゴルフバックもOKの共働き家族に
は嬉しい宅配BOX付。

アピールポイント
敷地内融雪付駐車場！ ゴルフバックもＯＫの共働き家族には嬉しい宅配ＢＯＸ付。 マンションの１階にはキッズルーム有り！ 人気の光陽小学校ま
で安全な融雪付きの遊歩道で通学できます♪  ★一級建築士による建物検査済！（瑕疵保険加入可！） ★設備保証（最大１０万円）＆緊急対応サー
ビス１年間付  ・アルコーブ面積／４．８９㎡（１．４７坪） ・管理費１３９００円／月 ・修繕積立金１５８００円／月 ・インターネット使用料
２８３５円／月 ・「ＳＯＳ２４」４８８円／月 ・エスコートサービス料３８０円／月 ・自治会費４００円／月 ・備考／２０２３年大規模修繕予
定有  ・ワイドタイプで収納力のあるシューズクローゼット ・管理人さん日勤なので共用部分はいつもピカピカ☆ ・１階部分にトランクルーム付
で、タイヤ等が収納可！ ・バルコニーに靴等が洗えるスロップシンク付 ・たっぷり収納シューズインクローゼット　・浴室暖房乾燥機能付 ・お子
さんとゆったり入れる、半身浴もできるワイド浴槽 ・雨の日でも安心♪キッチン横にサンルーム付

※物件情報に表示されている内容の他に、付帯条件や仲介手数料等の費用が発生する場合がありますので、ご確認ください。
※このパンフレットに掲載されている情報は、現況を優先させていただきます。

3

物件情報（概要）

概要



物件情報
取得日 2021/04/15 物件番号 1087890755 バルコニー 南向き　23.30㎡ 敷地面積 －

総戸数 58戸 建物構造 ＲＣ 管理費等 13,900円 修繕
積立金 15,800円/月

現況 空家 引渡し 即時 駐車場 有　2,000円/月 駐輪場 －

条件等 － 取引態様 専任媒介 バイク
置き場 － 国土法届出 －

管理形態
方式 管理形態：全部委託　管理方式：日勤管理 土地権利 所有権 権利金 －

ペット あり 敷金/保証金 － 借地期間
地代(月額) －

維持費等 インターネット使用料：2,835円/月、　SOS24：488円/月、　エスコートサービス料：380円/月

その他
一時金 －

瑕疵保証 －

瑕疵保険 －

評価・
証明書 －

リフォーム
履歴

－

リノベーショ
ン履歴

－

設備

モニタ付オートロック,宅配ＢＯＸ,ペット用施設,キッズルーム,システムキッチン,全居室収納,ウォークインクローゼット,エアコン
２台以上,床暖房,収納スペース,室内洗濯機置場,トランクルーム,クローゼット,オートロック,モニタ付インターホン,カードキー,デ
ィンプルキー,ダブルロックドア,防犯カメラ,二重床,複層ガラス,食器洗浄乾燥機,浄水器,３口以上コンロ,エレベーター,来客用駐車
場,浴室乾燥機,追焚機能,シャワー付洗面化粧台,洗濯機置場,給湯,全居室フローリング,アルコーブ,都市ガス,２面バルコニー,サン
ルーム,人感センサー付照明,照明器具,火災警報器（報知機）,インターネット対応,ＢＳ端子,温水洗浄便座

設備

主要採光面：南向き,設備保証付,ＩＴ重説対応物件

※物件情報に表示されている内容の他に、付帯条件や仲介手数料等の費用が発生する場合がありますので、ご確認ください。
※このパンフレットに掲載されている情報は、現況を優先させていただきます。
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物件情報（詳細）

詳細



外観 間取り 20帖の広々LDK（床暖房付）

ゆったりとしたキッチンスペース 三口ガスコンロ キッチン横のフリースペース

収納付5帖和室 収納付き4.5帖洋室

※物件情報に表示されている内容の他に、付帯条件や仲介手数料等の費用が発生する場合がありますので、ご確認ください。

※このパンフレットに掲載されている情報は、現況を優先させていただきます。
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物件情報（画像①）

物件画像



収納付5.4帖洋室 WIC付7帖洋室 幅広洗面台

ワイド浴槽付き1坪タイプユニットバス 浴室乾燥暖房機 手洗い場＆棚付付トイレ

スロップシンク付ゆったりバルコニー リビングから立山連峰一望できます

※物件情報に表示されている内容の他に、付帯条件や仲介手数料等の費用が発生する場合がありますので、ご確認ください。

※このパンフレットに掲載されている情報は、現況を優先させていただきます。
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物件情報（画像②）

物件画像



人口は2015年調査で 58,234人 2010年調査からの増減率は +1.3% です。

2015年調査の最多年齢帯は 70歳以上 で人口は 11,683人 です。

2019年推計で最も増加した年齢は 70歳以上 2015年調査からの増減率は +17.8% です。

世帯数は2015年調査で 25,450世帯 2010年調査からの増減率は +4.0% です。

年齢帯 2015年 年齢帯 2019年推計値

70歳以上 11,683 70歳以上 13,761

65～69歳 4,108 65～69歳 3,557

60～64歳 3,418 60～64歳 3,351

55～59歳 3,362 55～59歳 3,674

50～54歳 3,868 50～54歳 4,257

45～49歳 4,366 45～49歳 5,018

40～44歳 5,024 40～44歳 4,293

35～39歳 4,038 35～39歳 3,384

30～34歳 3,285 30～34歳 3,008

25～29歳 2,916 25～29歳 2,244

20～24歳 2,110 20～24歳 2,225

15～19歳 2,288 15～19歳 2,495

10～14歳 2,477 10～14歳 2,471

5～9歳 2,490 5～9歳 2,375

4歳以下 2,357 4歳以下 2,116

総計 58,234 総計 58,672

平均年齢 46.7 平均年齢 48.4

※総計には年齢不詳を含みます

巻末の注意事項を参照ください。
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エリア情報

人口・世帯構成
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呉羽山断層帯 で地震発生時の予測最大震度は 震度６強 です。

No. 断層名称 対象地域と活断層の距離関係 地震の規模 (マグニチュード)

1 呉羽山断層帯 約4km 6.9

2 砺波平野断層帯東部 約14km 6.6

3 魚津断層帯 約16km 6.8

液状化の可能性 液状化発生の可能性が低いです

上記、ページ内容のご利用にあたっては、必ず自治体等の機関が公表しているハザードマップなども併せてご確認ください。巻末の注意事項を参照
ください。
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76強6弱5強5弱4

エリア情報

ゆれやすさ・活断層・液状化の可能性

1～3

ゆれにくい ゆれやすい

液状化の可能性が高い液状化の可能性がある液状化の可能性が低い液状化の可能性がない



標高は　約 11.9m です。 低位地帯ではありません 想定される浸水深は 1.0m以上2.0m未満 です。

上記、ページ内容のご利用にあたっては、必ず自治体等の機関が公表しているハザードマップなども併せてご確認ください。巻末の注意事項を参照
ください。
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エリア情報

浸水の可能性
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土砂災害警戒区域 ： －

土砂災害特別警戒区域 ： －

土砂災害危険箇所 ： －

土砂災害警戒区域

土砂災害危険箇所

上記、ページ内容のご利用にあたっては、必ず自治体等の機関が公表しているハザードマップなども併せてご確認ください。巻末の注意事項を参照
ください。
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土砂災害の可能性

凡例

警戒区域

がけ崩れ

土石流

地すべり

がけ崩れ(指定前)

土石流(指定前)

地すべり(指定前)

特別警戒区域

危険箇所
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土石流

地すべり

がけ崩れ(指定前)

土石流(指定前)

地すべり(指定前)
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土石流

地すべり

エリア情報



No. 指定 災害種別 避難場所 徒歩距離

1 〇 風水害 光陽地区センター 371m

2 〇 地震/火災/風水害/土砂災害 光陽小学校 410m

3 〇 地震/火災 布瀬南公園 752m

No. 指定 災害種別 避難所 徒歩距離

1 〇 地震/火災/風水害/土砂災害 光陽小学校 410m

2 〇 指定なし 特別養護老人ホーム　敬寿苑 483m

3 〇 地震/火災/風水害/土砂災害 南部中学校 1162m

巻末の注意事項を参照ください。
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避難場所・避難所

エリア情報



古地図　1888～1933年（明治21年～昭和8年）

航空写真　1974～1978年（昭和49年～昭和53年）

航空写真　現在

地図・空中写真閲覧サービス(旧版地形図)／国土地理院
※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図、2万5千分1地形図及び2万分1 正式図を複製したものです。
　（承認番号　令元情複、 第430号）巻末の注意事項を参照ください。
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古地図・航空写真

エリア情報



 

－ －

－ －

最寄り駅までの最大高低差は 2.9m です

高低差(m)

 標高  標高

11.95
※標高値は各地点で5m、10mメッシュの標高データより算出。

14.83

No. 駅・バス停名

1 富山地鉄富山市内線 / 小泉町駅 徒歩18分

2 【バス】 西田地方 停歩8分

3 －

巻末の注意事項を参照ください。
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交通

-4

-2

0
1

対象地点から最寄り駅までの経路の高低差

エリア情報



@@area_shuhenshisetsu.shuhenshisetsuLayer@@
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周辺施設

エリア情報



スーパーマーケット 徒歩距離 徒歩分数 コンビニエンスストア 徒歩距離 徒歩分数

アルビス布瀬店 624m 8分 ローソン富山布瀬町店 444m 6分

バロー黒瀬店 1688m 22分 ファミリーマート富山根塚町店 457m 6分

ドラッグストア 徒歩距離 徒歩分数 雑貨店 徒歩距離 徒歩分数

ファーマみらい共創未来 太郎丸薬局 374m 5分 ダイソー＆アオヤマ富山空港通店 850m 11分

クスリのアオキ根塚店 533m 7分 ダイソー富山マイプラザ店 1750m 22分

金融機関 徒歩距離 徒歩分数 郵便局 徒歩距離 徒歩分数

新湊信用金庫富山支店 476m 6分 富山今泉郵便局 754m 10分

富山第一銀行根塚町支店 653m 9分 富山花園町郵便局 1109m 14分

コインパーキング 徒歩距離 徒歩分数 カーシェア・レンタカー 徒歩距離 徒歩分数

三井のリパーク富山磯部町3丁目 1370m 18分 ニコニコレンタカー富山布瀬店 1131m 15分

名鉄協商パーキング富山中野新町 1711m 22分 100円レンタカー富山掛尾店 1412m 18分

百貨店・駅ビル 徒歩距離 徒歩分数 ショッピングモール 徒歩距離 徒歩分数

大和富山店 2125m 27分 － － －

－ － － － － －

専門店・ディスカウントストア 徒歩距離 徒歩分数 ホームセンター 徒歩距離 徒歩分数

ドン・キホーテ富山店 1308m 17分 － － －

業務スーパー富山堀川店 2161m 28分 － － －

家具 徒歩距離 徒歩分数 家電 徒歩距離 徒歩分数

－ － － １００満ボルト富山布瀬店家電＆リフ
ォーム館 457m 6分

－ － － － － －

衣料品店 徒歩距離 徒歩分数 飲食店 徒歩距離 徒歩分数

ＡＯＫＩ富山城南本店 696m 9分 マクドナルド富山空港通り店 326m 5分

洋服の青山富山掛尾店 1270m 16分 牛角布瀬けやき通り店 602m 8分

巻末の注意事項を参照ください。
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周辺施設

エリア情報



市区役所・町役場 徒歩距離 徒歩分数 公園 徒歩距離 徒歩分数

富山市光陽地区センター 367m 5分 新根塚町公園 304m 4分

富山市西田地方地区センター 1377m 18分 根塚町西公園 355m 5分

警察署・交番 徒歩距離 徒歩分数 消防署 徒歩距離 徒歩分数

富山中央警察署今泉交番 829m 11分 富山市消防局 1170m 15分

富山中央警察署堀川交番 1454m 19分 富山市消防局富山消防署 1170m 15分

幼稚園 徒歩距離 徒歩分数 保育園(認可)・認定こども園 徒歩距離 徒歩分数

愛護幼稚園 1832m 23分 幼保連携型認定こども園光陽もなみ保
育園 198m 3分

堀川幼稚園 1928m 25分 幼保連携型認定こども園城南もなみ学
園 804m 11分

小学校(☆は学区) 徒歩距離 徒歩分数 中学校(☆は学区) 徒歩距離 徒歩分数

☆ 光陽小学校 293m 4分 ☆ 南部中学校 1179m 15分

西田地方小学校 1331m 17分 堀川中学校 1772m 23分

高等学校 徒歩距離 徒歩分数 大学・短大 徒歩距離 徒歩分数

富山高等学校 1332m 17分 － － －

富山いずみ高等学校 1536m 20分 － － －

専修学校・専門学校・各種学校 徒歩距離 徒歩分数

富山市立看護専門学校 928m 12分

富山デザイン・ビューティー専門学校 1503m 19分

病院・診療所 診察科目 徒歩距離 徒歩分数

女性クリニックWe富山 内科,外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,皮膚科,婦人科 137m 2分

なかの皮フ科クリニック 皮膚科 303m 4分

介護施設名 診察科目 徒歩距離 徒歩分数

特別養護老人ホーム　敬寿苑 特別養護老人ホーム 483m 7分

介護老人保健施設　シルバーケア城南 老人保健施設 568m 8分

巻末の注意事項を参照ください。
学区データは各自治体例規集（以下、例規集）に収録されている住所・自治会区名を基に作成しています。校区の境界は例規集収録住所を基に確認
していますが、出力地点によっては校区境界が不明、異なる場合があります。複合学区、選択学区、共通学区の場合は、複数の学校が出力されます
が、システムの都合上、対象となる学校のすべてが出力されない場合があります。自治体間の取り決めにより一方の自治体が他方の自治体へと移管
している場合、例規集に未収録の地名(自治会区)の場合、休校となったが通学区域がそのまま残っている場合、未調査地域の場合は、学区が「-(ハ
イフン)」で出力されます。学区情報のご利用にあたっては、本パンフレットの記載内容だけでなく、必ず各自治体の教育委員会等が公表している情
報も併せてご確認ください。システムで自動的に処理しているため、実際とは異なる場合があります。
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No. 最寄りの観測所名 観測内容 所在地 直線距離

1 富山 降水量、気温、風向、風速、日照時間 富山市石坂　富山地方気象台 3.7km

2 秋ヶ島 積雪の深さ 富山市秋ヶ島　富山航空気象観測所 3.4km

風向き

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

巻末の注意事項を参照ください。
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半径1kmの範囲では、みどりが 12.64% を占めています。

半径1kmの範囲 半径2kmの範囲

樹林・草地など 11.2% 10.91%

緑の多い住宅地 1.44% 3.78%

スギ・ヒノキ植林 0% 0%

畑地 0.91% 1.08%

水田 2.67% 7.25%

水面 4.23% 4.67%

巻末の注意事項を参照ください。
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重要事項の説明を宅地建物取引士から受けて、取り引きしようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引

の諸条件について全て納得したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅地建物取引業法では取引

の安全と買主保護の見地から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書

面（売買契約書）を交付するように義務付けています。

媒介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によってさまざまなパターンが

ありますが、基本的な事項は次のとおりです。

・当事者（売主・買主）の氏名、住所

・物件を特定するために必要な表示

・所在および住居表示、登記上の地番・家屋番号、土地面

　積、建物面積等

・代金の額、支払い方法、支払い時期

・物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には、竣工

　予定日とともに若干の余裕をみた買主への引渡予定日を

　その時期として表示します

・所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支

　払いを完済したときを所有権移転の時期とします。

・代金以外の金銭の授受

・契約の解除

・損害賠償額の予定・違約金

・住宅ローン不成立時の処置

・危険負担（引渡し前の物件の滅失・毀損）

・契約不適合責任

・租税その他の公課の負担

・特約　など

現住所の市区町村役場で転出届の手続きを行いましょう。

これは、引越し先の新住所を登録するときに必要となるため、必ず交付してもらいましょう（印鑑を持参）。

転入届の手続きは、市区町村役場で手続きを行います。その際、あらかじめ交付を受けておいた転出証明書と印鑑を忘れずに

持っていきましょう。なお、同じ引越しでも、別の市区町村へ移り住むものは「転出・転入」、同じ市区町村内での移動は「

転居」と呼ばれていて、手続きが少し異なります（印鑑を持参）。

入居先に置いてある、電気・水道の“入居連絡用ハガキ”に必要事項を記入してポストに投函しましょう。ハガキが見あたら

ない場合は、最寄りの営業所に連絡を行ってください（通常、電気・水道はすぐに使用できます）。また、ガスはあらかじめ

予約しておいた日に立ち会い、ガス会社の人に開栓してもらう必要があります。

※当記事に記載の内容は、一般的な目安として記載をしております。実際の費用や届出に関しては、各自治体または弊社までお問い
合わせください。
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お役立ち情報

売買契約について

（１）記載しなければならない必要事項 （２）定めがあれば記載する事項

住民票の転出届の手続きをしておく

住民票の転入届の手続きを行う

ガス・電気・水道の使用開始の連絡をしましょう
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推計値

2010年と2015年の国勢調査データに基づいてコーホート法、世帯主率法を用いて算出した推計値です。東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県の一

部市町村において推計を行っておりません。

出典

PAREA-Stat. Population for Town (2019)／国際航業㈱

8ページ

解説
・「ゆれやすさ」とは、地震による地表面のゆれやすさを示します。一般的に、同じ地震でも平野や川に沿った地域、人工的に土を盛った造成地など、地表面（
表層地盤）が軟らかい場所は、固いところよりも揺れやすい傾向にあります。
・表層地番データを基にゆれやすさを計算しています。
注意事項
・出典のデータや前提条件、判定手法の違いなどによって他の機関が公表している結果と異なる場合があり、また、データの更新や手法の精度向上などによって
同じ地点でも更新前と異なる結果になる場合があります。ご利用にあたっては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず地方自治体等他の機関が公表しているハ
ザードマップなども併せてご確認ください。
出典
地震発生時のゆれやすさ(2018)／国際航業㈱
※「地震ハザードステーション/防災科学技術研究所」が公表する表層地盤データ等を用いて「距離減衰式kanno et al(2006)」、
　「計測震度算出式　翠川他(1999)」の文献等を参考に国際航業㈱が独自に解析し作成したものです。

解説
・地震は、断層が動くことによって起こります。活断層とは、くり返し活動し、将来も活動する可能性が高い断層です。活断層の近くでは、地震の規模が小さく
ても震源が浅く被害が大きくなる可能性があります。なお、活断層の活動周期は断層によって異なりますが、千年～数千年程度の間隔のものもあれば、1万年程度
の間隔のものも存在します。
・活断層は、地震調査研究推進本部により活動性が高く、社会的、経済的に大きな影響を与えるような地震を起こすと考えられる「主要活断層帯」とそれ以外の
「その他活断層」に分類されています。
・地震調査研究推進本部は、近畿地方から九州地方に位置する中央構造線断層帯において、2種類の断層の位置や傾斜のモデルが存在する可能性があるという見解
を示しています。
・対象地点と断層線の距離を平面図上で計測しています。
・地形や地盤によっては、遠くの活断層の影響を受ける事が考えられます。
注意事項
・出典のデータや前提条件、判定手法の違いなどによって他の機関が公表している結果と異なる場合があり、また、データの更新や手法の精度向上など によって
同じ地点でも更新前と異なる結果になる場合があります。ご利用にあたっては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず地方自治体等他の機関が公表しているハ
ザードマップなども併せてご確認ください。
出典
活断層(2018)／国際航業㈱
※「地震ハザードステーション/防災科学技術研究所」が公表する主要活断層帯，その他の活断層から国際航業㈱が編集・加工した情報です。

解説
・液状化は、地震のゆれで地面が液体状になる現象です。その結果、建物や道路などが沈下したり傾いたりするため、ライフラインへ影響を及ぼします。液状化
の発生は地盤の他にも、地下水位の状況等の要素によっても左右されますが、本レポートの液状化の可能性データは地盤、および地震動の影響を加味して作成さ
れています。地震力により液状化が発生しないという地域でも、液状化の起こりやすい地盤の場合は、液状化が発生する場合もあります。
注意事項
・出典のデータや前提条件、判定手法の違いなどによって他の機関が公表している結果と異なる場合があり、また、データの更新や手法の精度向上など によって
同じ地点でも更新前と異なる結果になる場合があります。ご利用にあたっては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず地方自治体等他の機関が公表しているハ
ザードマップなども併せてご確認ください。
出典
液状化の可能性(2018)／国際航業㈱
※「地震ハザードステーション/防災科学技術研究所」が公表する表層地盤データ等を用いて「微地形区分データを用いた広域の液状化危険度
　予測について（山本・小丸・吉村・山口,2010.3）」の文献等を参考に国際航業㈱が独自に解析・判定し作成した情報です。
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解説
・避難場所は、災害の危険から一時的に避難するところです。
・避難所は、一定期間滞在し、避難者が生活できるところです。
・災害種別の災害名が括弧で囲まれている場合、その避難所は該当の災害時に利用できません。
注意事項
・詳細な情報については対象地点の市区町村が公表しているハザードマップなどをご確認ください。
・システムで自動的に処理しているため、実態とは異なる場合があります。
出典
PAREA-Hazard(2020)／国際航業㈱
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解説
・周辺の土地より標高が低いと、水が集まりやすく、水はけが悪くなります。
・低位地帯は、周辺よりも土地の標高が低く凹んだ場所にあたります。この様な場所は水が集まりやすく、内水氾濫などの浸水が想定される地域です。
・浸水の可能性として雨の降り方や土地利用形態、下水道等排水施設の排水能力や整備状況などの影響を受けることが考えられます。
注意事項
・出典のデータや前提条件、判定手法の違いなどによって他の機関が公表している結果と異なる場合があり、また、データの更新や手法の精度向上など によって
同じ地点でも更新前と異なる結果になる場合があります。ご利用にあたっては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず地方自治体等他の機関が公表しているハ
ザードマップなども併せてご確認ください。
出典
基盤地図情報(数値標高モデル) 5mメッシュデータ,10mメッシュデータ（2020）／国土地理院
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用しました。（承認番号 平29情使、 第735号）
　DEM5A:5mメッシュ(航空レーザ測量)、DEM5B:5mメッシュ(写真測量),DEM10B:10mメッシュ(地形図等高線)
国土数値情報（低位地帯）（2015）／国土交通省

解説
・浸水想定区域は、河川管理者（国・都道府県ほか）が指定した洪水予報河川や水位周知河川において、降雨により当該河川が氾濫した場合に、浸水が想定され
る区域と想定される浸水の深さを表しています。
・結果が「－(ハイフン)」の場合、国土数値情報にデータが登録されていないか、シミュレーション対象区域外（浸水が想定されない区域または対象となる河川
がない区域）のため、地図上での色塗りがされていません。色塗りされていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場
合があります。
・支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。
注意事項
・出典のデータや前提条件、判定手法の違いなどによって他の機関が公表している結果と異なる場合があり、また、データの更新や手法の精度向上など によって
同じ地点でも更新前と異なる結果になる場合があります。ご利用にあたっては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず地方自治体等他の機関が公表しているハ
ザードマップなども併せてご確認ください。
・宅地建物取引業法第三十五条の重要事項の説明等の根拠としないでください。
出典
浸水の可能性(2011)／国際航業㈱
※「国土数値情報（浸水想定区域）/国土交通省」をもとに、国際航業㈱が編集・加工した情報です。

12ページ

出典
地図・空中写真閲覧サービス(旧版地形図)／国土地理院
※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図、2万5千分1地形図及び2万分1 正式図を複製したものです。
（承認番号　令元情複、 第430号）
地理院タイル／国土地理院
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注意事項
・システムで自動的に処理しているため、実際とは異なる場合があります。
出典
基盤地図情報(数値標高モデル) 5mメッシュデータ,10mメッシュデータ（2020）／国土地理院
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用しました。（承認番号 平29情使、 第735号）
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注意事項
・システムで自動的に処理しているため、実際とは異なる場合があります。
・学区情報は各自治体例規集（以下、例規集）に収録されている住所・自治会区名を基に作成しています。校区の境界は例規集収録住所を基に確認していますが
、出力地点によっては校区境界が不明、異なる場合があります。複合学区、選択学区、共通学区の場合は、複数の学校が出力されますが、システムの都合上、対
象となる学校のすべてが出力されない場合があります。自治体間の取り決めにより一方の自治体が他方の自治体へと移管している場合、例規集に未収録の地名(自
治会区)の場合、休校となったが通学区域がそのまま残っている場合、未調査地域の場合は、学区が「-(ハイフン)」で出力されます。学区情報のご利用にあたっ
ては、本レポートの記載内容だけでなく、必ず各自治体の教育委員会等が公表している情報も併せてご確認ください。システムで自動的に処理しているため、実
際とは異なる場合があります。
出典
iPC独自施設POIデータ／インクリメント・ピー㈱
店舗データ／㈱デジタルアドバンテージ
全国学校データ(保育園・認定こども園)(2020)／教育ソリューション㈱
PAREA-Medical (2020)／国際航業㈱
PAREA-School (2020)／国際航業㈱
PAREA-Care (2020)／国際航業㈱
公立小中学校校区・位置データ(2020)／(同)ジオ・ケイ
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解説
・観測内容に応じて、最も近い観測所の情報を表示します。対象地点の気候とは差異が生じる場合があります。
・日照とは、影ができる程度の日照がある時間をあらわします。日本ではおおむね1,500～2,200時間となります。
出典
気候データ(2019)／国際航業㈱　　※調査対象年：2017年、2018年、2019年
※気象庁提供データ（速報値）を元に、国際航業㈱が編集・加工した情報です。
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解説

台風や前線などにより、強い雨が降ったり、長い期間雨が降り続いたりすると、土

砂災害が発生するおそれがあります。土砂災害には「がけ崩れ」、「土石流」、「

地すべり」の3つの現象があります。がけ崩れや地すべりは地震により発生するこ

ともあります。土砂災害警戒・特別警戒区域のうち、「（指定前）」と記載のある

地域は土砂災害防止法に基づく基礎調査のみ済んだ箇所を示しております。「(指

定前)」の記載の無い地域は基礎調査後に行われる詳細確認を経て、土砂災害警戒

・特別警戒区域として指定された地域です。結果が「－(ﾊｲﾌﾝ)」の場合、データ元

にデータが登録されていない可能性があります。よって、対象区域外においても土

砂災害が発生する可能性があります。

注意事項

土砂災害警戒区域・特別警戒区域は、土砂災害の危険性がある地域について、定め

られた条件に適合するか調査した結果から指定されたものです。土砂災害危険箇所

は、定められた条件により危険箇所として抽出された結果です。実際の土砂災害の

発生や被害の範囲を示すもの、証明するものではありません。警戒区域以外や危険

箇所以外の範囲でも土砂災害が発生する可能性や、想定以上の土砂災害が発生する

ことがあります。警戒区域・特別警戒区域の指定は、随時、追加指定、区域変更、

指定解除等の更新があります。最新の情報は各都道府県にお問い合わせください。

一部の区域では警戒区域の指定のみを先行して行っている場合があり、特別警戒区

域のみ今後追加で指定される可能性もあります。警戒区域・特別警戒区域、危険箇

所のデータは 1/25,000 レベルの精度で作成されており、あくまでもおおよその位

置を確認するもので、現行のものとは誤差があります。制限行為等の発生する指定

地範囲の詳細な情報については、各都道府県にお問い合わせください。宅地建物取

引業法第三十五条の重要事項の説明等の根拠としないでください。

凡例

降雨時に地中にしみこんだ水
分によって不安定化した斜面
が急激に崩れ落ちる現象です
。

山腹・谷底にある土砂が長雨
や集中豪雨などによって一気
に下流へと押し流される現象
です。

斜面の一部あるいは全部が地
下水の影響と重力によってゆ
っくりと斜面下方に移動する
現象です。

出典
国土数値情報(土砂災害警戒区域)（2019）(※），国土数値情報(土砂災害危険箇所)（2010）/国土交通
省
※京都府に関しては 国土数値情報(土砂災害警戒区域)（2018）を使用しています。

18ページ
解説
ここでの「みどり」とは、木や草が100m x 100m（1ha）以上の面積で生えている場所と
しています。この中には公園や果樹園も含まれます。また、「みどりの多い住宅地」と
は1haの中に木や草が30%以上の面積を占めている住宅地となります。なお、「みどり」
の面積には30%分も含めています。

出典
みどりに関するデータ（2020） /国際航業（株）
※「植生図GISデータ/環境省生物多様性センター」を元に、国際航業（株）が編集・加工した
情報です。

凡例　※みどりの占める面積の割合とその街並みのイメージは次のとおりです。

凡例 12ページ
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別荘地　【みどりの面積90%程度】
山あいの木々に囲まれたみどり溢れる別荘地。

みどりが多い住宅地　【みどりの面積30%程度】
街路樹がみられ、公園などまとまった「みどり」もあ
る。庭木や草花も多い。

みどりが少ない住宅地　【みどりの面積5%未満】
建物が多くまとまった「みどり」は少ない。軒先に草
花がみられる程度。

土砂災害の可能性

【がけ崩れ】 【土石流】 【地すべり】

古地図

みどり

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

※みどりの占める面積の割合
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