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北海道 札幌製紙 札幌市 市）札幌軽川間線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 東9丁目 札幌市 市）東9丁目南線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 北郷通り 札幌市 市）北郷線(北郷通) 北海道旅客鉄道 函館本線 ○ ○
北海道 国道 江別市 市）野幌町4号道路 北海道旅客鉄道 函館本線 ○ ○
宮城県 東田中 多賀城市 市道(東田中八幡線) 東日本旅客鉄道 仙石線 ○ ○
群馬県 伊勢崎街道 群馬県 国道354号線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
埼玉県 源太郎 さいたま市 市道10092号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○ ○
埼玉県 盆裁 さいたま市 市道16360号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○ ○
埼玉県 中島 さいたま市 市道10327号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○ ○
埼玉県 上尾裏 上尾市 市道21084号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 上原 上尾市 市道20160号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第二町谷 桶川市 市道4313号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第六川越街道 桶川市 市道4244号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 長久保 桶川市 市道58号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 二ツ家 埼玉県 主要地方道東松山桶川線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○ ○
埼玉県 第六中仙道 熊谷市 市道80527号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 新寄居 熊谷市 市道40923号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 東久留米第4号 新座市 市道第41-02号線 西武鉄道 池袋線 ○ ○
埼玉県 狭山市第13号 狭山市 市道幹第31号線 西武鉄道 新宿線 ○ ○
埼玉県 東村山第7号 所沢市 市道第1-525号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 伊勢崎線第　93号 越谷市 市道2050号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第　98号 越谷市 市道2120号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第103号 春日部市 市道6－496号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第103号の2 春日部市 市道6－491号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第107号 埼玉県 県道野田岩槻線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第109号 春日部市 市道2－20号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第111号 春日部市 市道1－14号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第112号 春日部市 市道6－363号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第114号 春日部市 市道2－20号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第115号 春日部市 市道6－125号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第116号 春日部市 市道2－35号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第124号 埼玉県 県道さいたま春日部線　 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第128号 春日部市 市道5－56号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第144号 埼玉県 県道春日部久喜線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第146号 宮代町 町道1351号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第147号 宮代町 町道55号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 日光線第　43号 埼玉県 県道加須幸手線 東武鉄道 日光線 ○ ○
埼玉県 野田線第　50号 さいたま市 市道2605号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
埼玉県 野田線第　55号の2 さいたま市 市道106号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
埼玉県 野田線第　67号 春日部市 市道1-18号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
埼玉県 野田線第　87号 春日部市 市道1-22号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
埼玉県 野田線第103号 埼玉県 主要地方道春日部松伏線 東武鉄道 野田線 ○ ○
埼玉県 東上本線第　99号 富士見市 市道5115号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第146号 川越市 市道0043号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第152号 川越市 市道1535号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第153号 川越市 市道1534号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第154号 川越市 市道0006号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第156号 川越市 市道1331号線 東武鉄道 東上本線 ○
千葉県 花立 千葉市 市道（幕張町215号線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 国府台第3号 市川市 市道1282号 京成電鉄 本線 ○ ○
千葉県 国府台第5号 市川市 市道0121号 京成電鉄 本線 ○ ○
千葉県 京成船橋第8号 船橋市 市道00‐034号 京成電鉄 本線 ○ ○
千葉県 谷津第5号 千葉県 県道135号津田沼停車場線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 検見川第6号 千葉市 県道稲毛停車場稲毛海岸線 京成電鉄 千葉線 ○ ○
千葉県 野田線第270号 千葉県 県道松戸鎌ヶ谷線 東武鉄道 野田線 ○ ○
千葉県 野田線第258号 柏市 市道37-1号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
千葉県 野田線第159号 千葉県 主要地方道土浦・野田線 東武鉄道 野田線 ○ ○
千葉県 野田線第179号 野田市 市道1260号線 東武鉄道 野田線 ○ ○
千葉県 野田線第222号 千葉県 県道柏･流山線 東武鉄道 野田線 ○ ○
千葉県 谷津5号 千葉県 県道津田沼停車場線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 高根木戸3号 船橋市 市道一般5809号線 新京成電鉄 新京成線 ○ ○
千葉県 高根公団3号 船橋市 市道00－013号線 新京成電鉄 新京成線 ○ ○
千葉県 みのり台1号 松戸市 主要幹線2級市道47号線 新京成電鉄 新京成線 ○ ○
千葉県 松戸新田1号 松戸市 主要幹線2級市道48号 新京成電鉄 新京成線 ○ ○
千葉県 上本郷1号 松戸市 5地区539号 新京成電鉄 新京成線 ○ ○
千葉県 第5号の2 松戸市 主要幹線2級市道7号 総武流山電鉄 総武流山線 ○ ○
東京都 品川道 品川区 特別区道Ⅵ－127号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 学校 大田区 区7－113 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 山谷道 大田区 区主ー55 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 新田 大田区 区7－127 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 堤方 大田区 区主－17 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 新井宿 大田区 区主ー59 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 上仲 大田区 区主－60 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 大倉 大田区 区主ー70 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 雑色 大田区 区主ー71 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 八幡 大田区 区10－34 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 小竹 大田区 区10－106 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
東京都 住吉 東京都 都道 特420鮫州大山線 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
東京都 新道北 武蔵野市 市道　78号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 五宿 東京都 都道 主12調布田無線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 天文台 東京都 都道 一123境調布線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 境西 武蔵野市 市道　81号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 山中 武蔵野市 市道　86号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 西原 武蔵野市 市道　89号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 梶野新田 小金井市 市道　市道第13号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 東町 小金井市 市道　市道第8号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 中町 小金井市 市道　市道第28号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 緑町 小金井市 市道　市道第12号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 小金井街道 東京都 都道 主15府中清瀬線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 本町 小金井市 市道　市道第396号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 西二条 国立市 市道　西第2条線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 西四条 国立市 市道　西第4条線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 野沢 立川市 市道　南392号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 黒川 日野市 幹線市道Ⅱ－38号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 八王子街道 東京都 都道 一155町田平山八王子線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 梅原横町 東京都 都道 一506八王子城山線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○ ○
東京都 稲城長沼一号 稲城市 市道　8号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 向郷 立川市 市道　1級1号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○ ○
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東京都 村山街道 昭島市 市道昭島6号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○ ○
東京都 砂川街道 東京都 都道 主59八王子武蔵村山線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 倉庫前 昭島市 市道北143号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 勝沼第一 東京都 都道 主28青梅飯能線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○ ○
東京都 梶原 北区 北区50 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
東京都 根岸 北区 北区1776 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
東京都 井頭 北区 北区1769 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
東京都 第二中里 北区 北区62 東日本旅客鉄道 山手線 ○
東京都 金杉 荒川区 区道荒267号線 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
東京都 日暮里道 東京都 都道 特457駒込宮地線 東日本旅客鉄道 常磐線 ○ ○
東京都 北千住一丁目 足立区 足立49 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
東京都 堀之内 豊島区 特別区道21‐270号線 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 第一雲雀ケ谷 豊島区 特別区道21‐440号線 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 第二雲雀ケ谷 豊島区 特別区道21‐750号線 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 十条道 東京都 都道 特455本郷赤羽線 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 向原 国土交通省 国道254号 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○ ○
東京都 東池袋四丁目 東京都 都道 特435音羽池袋線 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○ ○
東京都 新宿1号 東京都 都道 特414四谷角筈線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 新宿2号 渋谷区 特別区道第868号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 南新宿2号 渋谷区 特別区道第127号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 南新宿3号 渋谷区 特別区道第126号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 南新宿5号 渋谷区 特別区道第149号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 参宮橋1号 渋谷区 特別区道第1057号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 参宮橋4号 渋谷区 特別区道第187号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 参宮橋5号 渋谷区 特別区道第213号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 参宮橋6号 渋谷区 特別区道第853号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 代々木八幡1号 渋谷区 特別区道第858号路線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 代々木上原3号 東京都 都道 特420鮫州大山線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 東北沢2号 世田谷区 特別区道第014号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 東北沢3号 世田谷区 特別区道第374号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 東北沢4号 世田谷区 特別区道第187号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 東北沢5号 世田谷区 特別区道第209号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 東北沢6号 世田谷区 特別区道第205号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 下北沢2号 世田谷区 特別区道B002号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 下北沢3号 世田谷区 特別区道第167号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 世田谷代田1号 世田谷区 特別区道第369号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 玉川学園前7号 町田市 町田市町田772号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 玉川学園前8号 東京都 都道 主47八王子町田線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 京成高砂第1号 東京都 都道 特468堀切橋金町浄水場線 京成電鉄 本線 ○
東京都 京成高砂第2号 葛飾区 区道葛24号 京成電鉄 本線 ○
東京都 京成曳舟第1号 東京都 都道 主306王子千住南砂町線 京成電鉄 押上線 ○
東京都 代田橋1号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 代田橋4号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 代田橋6号 東京都 都道 特413赤坂杉並線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 代田橋7号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 代田橋8号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 明大前1号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 明大前2号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 明大前3号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 明大前4号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 下高井戸1号 東京都 都道 特427瀬田貫井線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 下高井戸2号 杉並区 区道６０６号線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 下高井戸3号 杉並区 区道６０７号線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 下高井戸5号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 桜上水3号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 桜上水5号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 上北沢2号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 八幡山2号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 芦花公園1号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 芦花公園3号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 芦花公園4号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 芦花公園5号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 千歳烏山2号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 千歳烏山3号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 千歳烏山4号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 千歳烏山6号 世田谷区 区道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 仙川2号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 つつじヶ丘1号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 つつじヶ丘4号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 つつじヶ丘5号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 柴崎3号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 柴崎４号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 柴崎6号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 国領1号 東京都 都道 主11大田調布線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 国領2号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 国領6号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 国領7号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 国領9号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 布田1号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 布田4号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 布田5号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 布田7号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 布田8号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 調布1号 東京都 都道 一120下石原小島線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 渋谷1号 渋谷区 特別区道第394号路線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 神泉2号 目黒区 区道A9－15号 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 駒場東大前1号 目黒区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 駒場東大前4号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 池ノ上1号 東京都 都道 特420鮫洲大山線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 下北沢1号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 下北沢2号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 新代田1号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 東松原1号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 東松原4号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 東松原5号 世田谷区 区道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 明大前2号 杉並区 区道５８７号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 明大前3号 東京都 都道 特427瀬田貫井線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 永福町1号 東京都 都道 特428高円寺砧浄水場線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 永福町3号 杉並区 区道６３７号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 永福町5号 杉並区 区道６５９号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 永福町6号 杉並区 区道６５８号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 西永福1号 杉並区 区道６６１号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 西永福2号 杉並区 区道６６２号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 西永福3号 杉並区 区道６６５号線 京王電鉄 井の頭線 ○
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東京都 西永福4号 杉並区 区道２１２８号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 西永福5号 杉並区 区道１４５０号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 浜田山2号 杉並区 区道１８６９号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 浜田山4号 杉並区 区道１４４２号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 浜田山6号 杉並区 区道１４０８号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 高井戸1号 杉並区 区道１８６５号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 高井戸2号 杉並区 区道２１３３－１号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 富士見ヶ丘2号 杉並区 区道１８６２号線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 品川第1踏切道 品川区 幹線1級区道4号線（八ツ山通り） 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 品川第2踏切道 品川区 準幹線区道30号線 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 北品川第1踏切道 品川区 特別区道Ⅲ－1号線 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 平和島第5踏切道 大田区 区道7－139号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 大森町第1踏切道 大田区 主要区道17号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 大森町第3踏切道 大田区 主要区道59号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 大森町第4踏切道 大田区 主要区道60号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 梅屋敷第1踏切道 大田区 区道8－111号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 梅屋敷第2踏切道 大田区 区道8－129号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 梅屋敷第3踏切道 大田区 区道8－4号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 梅屋敷第4踏切道 東京都 都道 主11大田調布線 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第2踏切道 大田区 主要区道77号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第4踏切道 大田区 区道8－193号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第6踏切道 大田区 区道10－68号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 池袋第2号 豊島区 特別区道12-1250号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第3号 豊島区 特別区道12-1280号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第5号ロ 豊島区 特別区道12-1330号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第6号 豊島区 特別区道12-1120号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第7号 豊島区 特別区道12-950号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第8号 豊島区 特別区道12-1390号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 池袋第9号 豊島区 特別区道16-110号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第1号 豊島区 特別区道16-230号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第2号 豊島区 特別区道16-330号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第3号 豊島区 特別区道16-400号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第4号 豊島区 特別区道16-430号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第5号 豊島区 特別区道16-460号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第6号 豊島区 特別区道16-590号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第7号 豊島区 特別区道16-600号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第8号 豊島区 特別区道16-620号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第9号 豊島区 特別区道16-690号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 椎名町第10号 豊島区 特別区道16-760号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 東長崎第3号 東京都 都道 特420鮫洲大山線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 東長崎第5号 練馬区 練馬一般区道15-268号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 東長崎第7号 練馬区 練馬一般区道15-212号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 東長崎第8号 練馬区 練馬主要区道18号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 江古田第1号 練馬区 練馬主要区道29号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 江古田第2号 練馬区 練馬一般区道15-180号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 富士見台第9号 練馬区 練馬一般区道21-129号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 富士見台第10号 練馬区 練馬一般区道21-136号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 富士見台第11号 練馬区 練馬主要区道31号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 石神井公園第1号 東京都 都道 主8千代田練馬田無線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 石神井公園第2号 練馬区 練馬一般区道21-155号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 石神井公園第3号 練馬区 練馬主要区道33号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 石神井公園第8号 練馬区 練馬一般区道22-101号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 石神井公園第10号 練馬区 練馬一般区道22-135号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 大泉学園第3号 練馬区 練馬一般区道22-161号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 大泉学園第4号 練馬区 練馬一般区道22-201号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 大泉学園第7号 東京都 都道 一233東大泉田無線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 大泉学園第9号 練馬区 練馬主要区道64号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 保谷第1号 西東京市 市道206号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 保谷第4号 西東京市 市道1120号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 保谷第10号 東京都 都道 主36保谷志木線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 ひばりヶ丘第1号 西東京市 市道205号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 ひばりヶ丘第2号 東久留米市 市道第2384号線・第1147号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 高田馬場第3号 新宿区 区道23-720号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 高田馬場第5号 新宿区 区道23-221号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 高田馬場第6号 新宿区 区道23-350号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 高田馬場第8号 新宿区 区道23-220号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下落合第1号 新宿区 区道23-1360号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下落合第5号 新宿区 区道23-2040号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下落合第6号 新宿区 区道23-2010号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下落合第7号 新宿区 区道23-1960号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 中井第5号 中野区 区道870号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 中井第7号 中野区 区道810号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 新井薬師前第1号 中野区 区道主要幹線道路5号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 新井薬師前第2号 東京都 都道 特420鮫洲大山線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 新井薬師前第3号 中野区 区道320号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 沼袋第1号 中野区 区道主要幹線道路10号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 沼袋第4号 中野区 区道1110号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 野方第1号 中野区 区道90号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 野方第4号 中野区 区道主要幹線道路11号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 都立家政第1号 中野区 区道580号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 鷺ノ宮第1号 東京都 都道 特427瀬田貫井線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 鷺ノ宮第2号 中野区 区道390号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 鷺ノ宮第3号 中野区 区道主要幹線道路14号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 鷺ノ宮第4号 中野区 区道320号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下井草第1号 東京都 都道 主25飯田橋石神井新座線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下井草第2号 杉並区 区道２１２１号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 下井草第4号 杉並区 区道１９２４号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 井荻第2号 杉並区 区道９３１号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 井荻第3号 杉並区 区道２１２４号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 井荻第4号 杉並区 区道９４８号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 井荻第6号 杉並区 区道２１０３－１号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上井草第1号 杉並区 区道１９０４号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上井草第2号 東京都 都道 特444下石神井大泉線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上石神井第2号 練馬区 練馬一般区道23-214号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 武蔵関第5号 西東京市 市道2120号線 西武鉄道 新宿線 ○ ○
東京都 武蔵境第1号 東京都 都道 一123境調布線 西武鉄道 多摩川線 ○
東京都 武蔵境第2号 武蔵野市 市道81号線 西武鉄道 多摩川線 ○
東京都 武蔵境第3号 武蔵野市 市道86号線 西武鉄道 多摩川線 ○
東京都 伊勢崎線第　22号 足立区 足立49号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 伊勢崎線第　21号 足立区 千住東179号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 伊勢崎線第　17号 墨田区 墨121号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 伊勢崎線第　37号 足立区 足立2号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 伊勢崎線第　38号 足立区 舎人282号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 東上本線第　　2号 豊島区 特別区道21－270号線 東武鉄道 東上本線 ○
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東京都 東上本線第　　8号 豊島区 特別区道21－990号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　　9号 板橋区 特別区道2089号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　　6号 豊島区 特別区道21－860号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　10号 板橋区 区道45号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　11号 板橋区 区道10－2号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　　5号 豊島区 特別区道21－1050号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　　4号 豊島区 特別区道21－750号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　12号 板橋区 区道2088号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　　3号 豊島区 特別区道21－440号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　13号 板橋区 区道46－1号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　15号 板橋区 区道1901号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　16号 東京都 都道 特420鮫洲大山線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　17号 板橋区 区道1907号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　18号 板橋区 区道1908－2号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　20号 板橋区 区道2102号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　21号 板橋区 区道1918－2号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　22号 板橋区 区道2119号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　26号 東京都 都道 特445常盤台赤羽線 東武鉄道 東上本線 ○ ○
東京都 東上本線第　28号 板橋区 区道2118号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　30号 板橋区 区道2112号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　38号 板橋区 区道245－1号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　40号 板橋区 区道2157号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　47号 板橋区 区道844号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　49号 板橋区 区道2142号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　50号 板橋区 区道1973－1号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　51号 板橋区 区道1009号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　52号 板橋区 区道1017号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　53号 板橋区 区道1976号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　54号 板橋区 区道1020号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　56号 板橋区 区道1981－1号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　58号 板橋区 区道2144号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 東上本線第　59号 板橋区 区道1983号線 東武鉄道 東上本線 ○
東京都 都立大学2号 目黒区 区道H64号線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 都立大学3号 目黒区 特別区道二級幹線25号線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 都立大学5号 東京都 都道 特426上馬奥沢線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 自由が丘1号 世田谷区 区道33-A003号線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 自由が丘2号 世田谷区 区道33-131号線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 自由が丘3号 世田谷区 区道33-133号線 東京急行電鉄 東横線 ○
東京都 武蔵小山2号 東京都 都道 特420鮫州大山線 東京急行電鉄 目黒線 ○ ○
東京都 九品仏1号 世田谷区 区道33-176号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 等々力1号 世田谷区 区道32-207号線 東京急行電鉄 大井町線 ○ ○
東京都 大崎広小路2号 品川区 特別区道Ⅰー１９１号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 洗足池2号 大田区 区道B-4-8号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 雪が谷大塚1号 大田区 主要区道A-47号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 蓮沼3号 大田区 区道B-8-70号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 蓮沼4号 大田区 区道B-8-60号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 矢口渡6号 大田区 区道B-8-70号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 矢口渡7号 大田区 区道B-8-60号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 山下5号 世田谷区 区道21-A008号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○ ○
神奈川県 矢向 川崎市 市道堤根2号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 花月園前 横浜市 市道八幡前二見台線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 滝坂 横浜市 市道生麦195号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 浦島 横浜市 市道浦島30号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 下岩間 横浜市 市道天王町188号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 上岩間 横浜市 市道天王町363号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 東海道 横浜市 県道保土ヶ谷停車場 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 東海道 横浜市 国道1号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 鎌倉（客貨） 神奈川県 県道302号小袋谷藤沢 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 鎌倉道 藤沢市 市道村岡1号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 一本松 藤沢市 市道鵠沼634号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 辻堂 藤沢市 市道辻堂232号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 異人館 茅ヶ崎市 市道0207号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 秋上 茅ヶ崎市 市道1642号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 須馬 平塚市 市道三島神社後谷線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 尻手第三 横浜市 市道矢向49号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 日枝 横浜市 市道矢向34号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 矢向第二 横浜市 市道夢見ヶ崎4号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○ ○
神奈川県 平間 川崎市 市道田尻町14号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 平間駅前 川崎市 県道111号大田神奈川 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 津田山第二 川崎市 市道下作延106号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 相模原 相模原市 市道相模原駅北口 東日本旅客鉄道 横浜線 ○ ○
神奈川県 池子 逗子市 市道桜山75号 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○ ○
神奈川県 登戸1号 川崎市 市道登戸110 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 向ヶ丘遊園4号 川崎市 市道枡形2 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 向ヶ丘遊園6号 川崎市 市道枡形90 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 生田1号 川崎市 市道多摩第11号線 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 生田2号 川崎市 市道多摩第16号線 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 生田3号 川崎市 市道西生田61 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 生田4号 川崎市 市道西生田97 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 読売ランド前2号 川崎市 市道西生田97 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 新百合ヶ丘2号 川崎市 市道上麻生209 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 柿生1号 川崎市 市道上麻生216 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 町田2号 相模原市 市道上鶴間163号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 足柄6号 小田原市 市道2324 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 京急川崎第1踏切道 川崎市 市道日進町桜並木線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 八丁畷第2踏切道 神奈川県横浜市 市道市場78号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 京急鶴見第4踏切道 神奈川県横浜市 市道八幡前二見台線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 生麦第1踏切道 神奈川県横浜市 市道生麦108号線 京浜急行電鉄 本線 ○ ○
神奈川県 京急新子安第1踏切道 神奈川県横浜市 市道大口708号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 京急新子安第2踏切道 神奈川県横浜市 県道太田神奈川 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 子安第1踏切道 神奈川県横浜市 市道浦島30号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 神奈川新町第1踏切道 神奈川県横浜市 市道浦島44号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 仲木戸第1踏切道 神奈川県横浜市 市道六角橋522号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 井土ヶ谷第1踏切道 神奈川県横浜市 市道井土ヶ谷241号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 屏風浦第1踏切道 神奈川県横浜市 市道中原110号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 杉田第1踏切道 横浜市 県道横浜伊勢原 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 金沢文庫第2踏切道 神奈川県横浜市 市道谷津４１０号線 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 金沢八景第4踏切道 横須賀市 市道56号 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 金沢八景第5踏切道 横須賀市 市道63号 京浜急行電鉄 本線 ○
神奈川県 京急川崎（大）第2踏切道 川崎市 国道409号 京浜急行電鉄 大師線 ○ ○
神奈川県 鈴木町第1踏切道 川崎市 市道鈴木町1号 京浜急行電鉄 大師線 ○ ○
神奈川県 武蔵小杉1号 川崎市 都市計画道路刈宿小田中線 東京急行電鉄 東横線 ○
神奈川県 元住吉1号 川崎市 市道中原10号線 東京急行電鉄 東横線 ○
神奈川県 天王町1号 横浜市 市道天王町97号線 相模鉄道 本線 ○
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神奈川県 天王町2号 横浜市 市道天王町24号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 天王町3号 横浜市 市道天王町12号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川1号 横浜市 市道三ツ沢306号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川2号 横浜市 市道鶴ヶ峰天王町線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川3号 横浜市 市道上星川415号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川4号 横浜市 市道上星川418号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川6号 横浜市 市道上星川415号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川7号 横浜市 市道上星川412号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 星川8号 横浜市 市道上星川328号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川1号 横浜市 市道上星川96号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川2号 横浜市 市道上星川89号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川4号 横浜市 市道羽沢275号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川5号 横浜市 市道羽沢270号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川6号 横浜市 市道羽沢155号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川7号 横浜市 市道羽沢155号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 上星川8号 横浜市 市道白根298号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 西谷1号 横浜市 市道白根272号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 西谷2号 横浜市 市道白根270号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 西谷3号 横浜市 市道白根340号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰1号 横浜市 市道白根324号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰2号 横浜市 市道今宿401号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰3号 横浜市 市道今宿485号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰4号 横浜市 市道四季美台142号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰5号 横浜市 市道四季美台89号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰6号 横浜市 市道四季美台129号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰7号 横浜市 市道四季美台136号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰8号 横浜市 市道四季美台194号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰9号 横浜市 市道保土ヶ谷二俣川線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 鶴ケ峰10号 横浜市 市道四季美台275号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 三ツ境3号 横浜市 県道瀬谷柏尾 相模鉄道 本線 ○ ○
神奈川県 瀬谷1号 横浜市 市道環状４号上瀬谷線 相模鉄道 本線 ○ ○
神奈川県 さがみ野3号 座間市 市道39号線 相模鉄道 本線 ○
長野県 宮田前 長野県 県道　寺村南松本停車場線 東日本旅客鉄道 篠ノ井線 ○
長野県 宮田前 長野県 県道　寺村南松本停車場線 日本貨物鉄道 篠ノ井線 ○
新潟県 導仙道 上越市 市道　黒井国道2号線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 導仙道 上越市 市道　黒井国道2号線 日本貨物鉄道 信越本線 ○
石川県 太郎田 石川県 一般県道倉部金沢線 北陸鉄道 石川線 ○ ○
石川県 押野 金沢市　 市道　八日市1丁目11号線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○ ○
石川県 太郎田 石川県　 一般県道倉部金沢線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○ ○
岐阜県 岐南7号 岐阜市 （市）畷東イ号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 茶所3号 岐阜市 （市）安良田町5丁目加納八幡町支線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 茶所4号 岐阜市 （市）安良田町6丁目竜田町9丁目線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 茶所5号 岐阜県 （主）岐阜南濃線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 加納4号 岐阜市 （市）加納西広江町1丁目加納大石町線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
静岡県 日　　吉 沼津市 市道０２２５号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○ ○
愛知県 源蔵山 刈谷市 市道3－60号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○ ○
愛知県 郷東 一宮市 市道　Ｅ212号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 宮後道 一宮市 市道　0207号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 篠原 一宮市 市道　Ｅ010号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 奥村街道 一宮市 市道　0150号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 中坪 一宮市 市道　Ｅ021号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 神宮前1号 名古屋市 （市）茶屋ヶ坂牛巻線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 東枇杷島2号 清須市 （市道）小田井南問屋265号 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新川橋3号 清須市 （市道）須ヶ口御茶屋線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 鳴海4号 名古屋市 （県）名古屋第2環状線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○ ○
愛知県 左京山5号 名古屋市 （市）鳴海町第522号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新清洲7号 国土交通省 （国）302号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○ ○
愛知県 中京競馬場前4号 名古屋市 市道鳴海町第398号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 一宮5号 一宮市 市道　Ｅ212号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 一宮7号 一宮市 市道　0207号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 今伊勢4号 一宮市 市道　Ｅ010号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 今伊勢5号 一宮市 市道　0150号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 石刀2号 一宮市 市道　Ｅ021号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新安城3号 安城市 （市）今本篠目線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○ ○
愛知県 新安城1号 安城市 （市）東栄住吉線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 太田川1号 東海市 （市）下浜田6号線 名古屋鉄道 常滑線 ○
愛知県 半田口１号 愛知県 一般県道碧南半田常滑線 名古屋鉄道 河和線 ○ ○
愛知県 瓢箪山5号 名古屋市 市道　南島線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○ ○
愛知県 喜多山2号 国土交通省 （国）302号線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○ ○
愛知県 喜多山4号 名古屋市 県道　名古屋第二環状線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○ ○
愛知県 西春1号 北名古屋市 市道E６４号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 石仏1ロ号 愛知県 県道　石仏停車場線 名古屋鉄道 犬山線 ○ ○
愛知県 布袋9ロ号 江南市 （市）江南池之内線 名古屋鉄道 犬山線 ○ ○
愛知県 甚目寺6号 国土交通省 （国）302号線 名古屋鉄道 津島線 ○ ○
愛知県 富吉第3号 蟹江町 町道近鉄昇平線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
愛知県 蟹江第1号 蟹江町 町道東郊線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
愛知県 蟹江第4号 名古屋市 市道戸田第37号線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
愛知県 戸田第1号 名古屋市 市道　戸田第42号線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
愛知県 戸田第2号 名古屋市 市道供米田外河田河原線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 伊勢中川第2号 松阪市 市道中川街路2号線 近畿日本鉄道 山田線 ○
福井県 福井口 福井県 福井停車場米松線 えちぜん鉄道 勝山永平寺線 ○ ○
京都府 深田川 向日市　 市道寺戸森本幹線2号 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
京都府 竹田第1号 京都市 竹田緯47－1号線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 丹波橋第1号 京都市 下板橋通 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 観月橋 国土交通省 国道24号線 京阪電気鉄道 宇治線 ○ ○
京都府 桃山南口 京都市 桃山経85号線 京阪電気鉄道 宇治線 ○ ○
京都府 物集女 京都市 一般府道中山稲荷線 阪急電鉄 京都本線 ○ ○
京都府 川岡下3番 京都市 山陰街道 阪急電鉄 京都本線 ○ ○
大阪府 弁天通一 高槻市　 市道古曽部町224号線　　　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 富田村 高槻市　 市道富田町113号線　　　　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 赤大路 高槻市　 市道赤大路町22号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 中条 茨木市 市道三島丘2丁目鮎川2丁目線　　　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 奥の院 茨木市 市道三島丘28号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 蔵垣内一 茨木市 市道蔵垣内2号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 北宮原第一 大阪市 東淀川区第967号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 北宮原第二 大阪市 東淀川区第967号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 南宮原 大阪市 三国西中島線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 東沢 大阪市 加美第13号線　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○ ○
大阪府 一ツ家 大阪市 住吉区第2500号線 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 西梅田一番 大阪市 九条梅田線　　　　　 西日本旅客鉄道 梅田連絡線 ○ ○
大阪府 浄正橋 大阪市 大阪～伊丹線　　　　 西日本旅客鉄道 梅田連絡線 ○ ○
大阪府 血清前 寝屋川市 寝屋大谷4号線　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 津之辺道 大東市　 辻南野崎駅前線　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 野崎 大東市　 辻南野崎駅前線　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○

5



④歩行者
ボトルネッ
ク踏切

都道府
県名

道路管理者名踏切道名 ③歩道が
狭隘な踏
切

鉄道事業者名道路名 鉄道路線名 ①開かず
の踏切

②自動車
ボトルネッ
ク踏切

大阪府 南田辺北二 大阪市 住吉区第211号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 南田辺北一 大阪市 住吉区第944号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 南田辺南二 大阪市 住吉区第990号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 鶴ケ丘北二 大阪市 大阪港八尾線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 鶴ケ丘南一 大阪市 阿倍野区第807号線　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 長居北二 大阪市 大阪高石線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 長居北一 大阪市 住吉区第2083号線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 長居南一 大阪市 国道479号 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 我孫子町北 大阪市 住吉区第2592号線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 我孫子町南一 大阪市 住吉区第1377号線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 我孫子町南三 大阪市 住吉八尾線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 杉本町北一 大阪市 住吉区第2166号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○ ○
大阪府 杉本町南一 大阪市 住吉区第1310号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 金岡南一 堺市 堺市駅花田線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 金岡南二 堺市 三国ケ丘8号線　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 夕雲町 堺市 百舌鳥夕雲6号線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 百舌鳥南一 堺市 深井畑山宿院線　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 上野芝南二 堺市 跨尾5号線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 鳳北一 堺市 石津上線　　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 鳳南一 堺市 鳳西鳳南1号線　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 東岸和田北三 岸和田市 並松上松線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○ ○
大阪府 日根野南一 泉佐野市 俵屋久ノ木線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 俊徳道第2号 東大阪市 俊徳西64号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 俊徳道第3号 東大阪市 長瀬北13号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 俊徳道第4号 東大阪市 久宝寺高井田線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 俊徳道第5号 東大阪市 俊徳東43号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 長瀬第1号 東大阪市 小若江西郡線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 長瀬第2号 東大阪市 弥刀70号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 長瀬第3号 東大阪市 弥刀60号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 長瀬第4号 東大阪市 友井16号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 弥刀第2号 東大阪市 友井18号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 八尾第6号 八尾市 山本149号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 山本第1号 大阪府 八尾茨木線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 山本第2号 八尾市 山本92号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 山本第3号 八尾市 山本235号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 山本第4号 八尾市 山本356号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 高安第1号 大阪府 山本黒谷線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 矢田第7号 大阪府 大堀堺線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 布忍第2号 松原市 田井城南北線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○ ○
大阪府 高鷲第2号 羽曳野市 御陵道1号線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 高鷲第3号 藤井寺市 岡8号線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 藤井寺第2号 大阪府 大阪羽曳野線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○ ○
大阪府 古市第1号 大阪府 国道166号 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 郡津6号 交野市 私部春日線 京阪電気鉄道 交野線 ○ ○
大阪府 田井 寝屋川市 田井町1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 北田井 寝屋川市 田井町1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 香里学校道 寝屋川市 香里木屋線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 香里園上手 寝屋川市 香里木屋線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 木屋道 大阪府 木屋交野線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 赤井堤防 寝屋川市・枚方市 香里1号線・南中振香里園山之手2号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 一本松 枚方市 出口南中振2号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 天神前 枚方市 中振線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 香里6号 枚方市 北中振南中振1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 光善寺下手 枚方市 北中振1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 光善寺 枚方市 北中振13号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 光善寺上手 枚方市 出口北中振1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 光善寺4号 枚方市 北中振9号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 走谷 枚方市 走谷1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 蝶矢 枚方市 伊加賀栄1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 三和 大阪府 八尾枚方線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 伊加賀 枚方市 伊加賀1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 枚方公園 枚方市 桜町伊加賀東1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 段田 枚方市 堤町3号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 蔵谷 枚方市 三矢上之町1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 御殿山 枚方市 渚第1号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 牧野 大阪府 枚方高槻線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
大阪府 浜寺公園4号 高石市 羽衣停車場線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 羽衣1号 高石市 島泉筋連絡通路 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 羽衣3号 高石市 新村北線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 北助松6号 大阪府 泉大津・美原線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 松ノ浜4号 泉大津市 旭1号線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 泉大津8号 忠岡町 中央線 南海電気鉄道 南海本線 ○ ○
大阪府 岸里玉出2号 大阪市 左住吉区第745号線、右住吉区739号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 帝塚山1号 大阪市 住吉区第704号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 帝塚山4号 大阪市 住吉区第736号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 帝塚山6号 大阪市 住吉区第716号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 住吉東4号 大阪市 大阪内環状線 南海電気鉄道 高野線 ○ ○
大阪府 沢ノ町4号 大阪市 大阪和泉泉南線 南海電気鉄道 高野線 ○ ○
大阪府 沢ノ町6号 大阪市 瓜破安立線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 我孫子前2号 大阪市 左住吉区第1411号線、右住吉区第633号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 浅香山7号 堺市 中向陽南田出井1号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 堺東1号 堺市 堺東駅三国ヶ丘線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 三国ヶ丘1号 堺市 三国ヶ丘百舌鳥線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 三国ヶ丘2号 堺市 百舌鳥梅北14号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 百舌鳥八幡1号 堺市 大阪高石線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 百舌鳥八幡3号 堺市 中百舌鳥4号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 中百舌鳥1号 堺市 長曽根百舌鳥梅線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 滝谷4号 大阪府 富田林泉大津線 南海電気鉄道 高野線 ○ ○
大阪府 千代田1号 河内長野市 貴望ヶ丘病院住宅線 南海電気鉄道 高野線 ○ ○
大阪府 高槻街道第2 大阪市 東淀川区第311-4号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 中島小橋 大阪市 淀川区第2014号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 宮操筋 大阪市 淀川区第1171号線 阪急電鉄 京都本線 ○ ○
大阪府 御堂筋西 大阪市 国道423号 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 御堂筋東 大阪市 国道423号 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 南方東 大阪市 淀川区第1189号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 飛鳥橋 大阪市 熊野大阪線 阪急電鉄 京都本線 ○ ○
大阪府 一小川 大阪市 東淀川区第841号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 善隣社 大阪市 東淀川区第657号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 北陽 大阪市 東淀川区第1463号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 東村 吹田市 岸部南南正雀1号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 蓮華寺上3番 茨木市 天王第4号線 阪急電鉄 京都本線 ○ ○
大阪府 富田西 大阪府 鳥飼八丁富田線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 住宅 大阪市 東淀川区第1467号線 阪急電鉄 千里線 ○
大阪府 府道南 大阪市 国道176号 阪急電鉄 神戸本線 ○
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大阪府 府道北 大阪市 国道176号 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 神崎川第3 大阪市 東淀川区第1575号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 神崎川第2 大阪市 東淀川区第1573号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 神崎川第1 大阪市 東淀川区第1574号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 高槻街道 大阪市 東淀川区第311-4号線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 三屋 豊中市 庄内東町第17号線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 島田 豊中市 庄内東町第2号線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 服部 大阪府 豊中吹田線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 掛腰 豊中市 曽根服部線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 蛍池下り入駅 豊中市 蛍池駅前線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 石橋新道 国土交通省 国道171号 阪急電鉄 宝塚本線 ○
大阪府 箕面学校裏 箕面市 中央線 阪急電鉄 箕面線 ○ ○
大阪府 南霞町1号 大阪市 尼崎平野線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○ ○
大阪府 細井川1－2号 大阪市 敷津長吉線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○ ○
兵庫県 池田街道 尼崎市 久々知長州線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 三反田 尼崎市 東富松尼崎線の３　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 七ツ松 尼崎市 橘区画1号線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 武庫川東 尼崎市 市道第219号線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 三条街道 芦屋市 第235号線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 田辺村 神戸市 市道東灘67号線　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 山ヶ坪一 神戸市 市道稲葉12号線　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 一の手西 神戸市 市道西須磨4号線　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 離宮道 神戸市 県道神戸加古川姫路線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 西川下 神戸市 市道舞子40号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 大谷上甲 神戸市 市道垂水里461号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 東谷上 明石市　 魚住41号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 西上岡 明石市　 二見164号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 鉄鋳場 兵庫県 別府平岡線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 薬師浦第二 加古川市　 土山10号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 勝負下 加古川市　 高畑土山線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 上土堤一 加古川市　 新在家野辻線　　　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 広畑東 加古川市　 新在家区画道路12号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 宮東第一 加古川市　 野口18号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 落窪壱 姫路市 飾磨194号　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 第1新横枕 尼崎市 小田第19号線　　　 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 塚口 尼崎市 主33御園高江宮浦線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 三平 尼崎市 塚口第１号塚口御園線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 第1北河原 伊丹市 北本町北河原線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 高次 三田市　 市道高次諏訪原線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 市役所前 三田市　 市道嶋の西市役所線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○ ○
兵庫県 口田中 尼崎市 口田中2号丸橋線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 口田中新道 兵庫県 主要地方道大阪伊丹線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 塚口東第1 尼崎市 構8号の1耕2区画線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 塚口西 尼崎市 笠ノ池塚口線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 中山街道 尼崎市 西街道西富松第1号 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 小路東 神戸市 市道本山村合併第94号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 小路 神戸市 市道本山村合併第107号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 新梅林 神戸市 市道本山村合併第126号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 六甲道 神戸市 市道神戸六甲線 阪急電鉄 神戸本線 ○ ○
兵庫県 逆瀬川 宝塚市 逆瀬川停留所線 阪急電鉄 今津線 ○ ○
兵庫県 魚崎横屋東 神戸市 市道魚崎幹線 阪神電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 大茶園 神戸市 市道青木幹線 阪神電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 深江薬王寺 神戸市 市道商船学校線 阪神電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 深江駅 神戸市 市道本庄本山線 阪神電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 八幡前 西宮市 鳴第413号線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 鳴尾駅西 西宮市 幹第6号線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 西開 西宮市 幹第5号線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 武庫川駅 尼崎市 武庫川堤防線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 新下野田 姫路市 飾磨1号線 山陽電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 飾磨中学前 姫路市 幹線34号線 山陽電気鉄道 本線 ○ ○
兵庫県 樋ノ口 兵庫県 川西篠山線 能勢電鉄 妙見線 ○ ○
奈良県 菖蒲池第6号 奈良市 中部第692号線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
奈良県 菖蒲池第8号 奈良市 中部第695号線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
奈良県 西大寺第1号 奈良県 (主要地方道)奈良精華線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
奈良県 新大宮第1号 奈良市 西九条佐保線 近畿日本鉄道 奈良線 ○ ○
鳥取県 津山街道 米子市　 道笑町・通り線　　　 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
岡山県 前沼一 岡山市　 市道雄町関線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○ ○
広島県 引地 広島市　 市道安芸3区72号線　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 愛宕 広島市　 主要地方道広島中島線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
香川県 昭和町 高松市 五番町西宝町線 四国旅客鉄道 高徳線 ○ ○
福岡県 築町　　　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田市 市道有明町1丁目中友町線 日本貨物鉄道 鹿児島本線 ○ ○
福岡県 鞍手県道　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 県道535号薦野福間線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 相生　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 主要地方道　大野城二丈線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 旭町　　　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田市 市道旭町三丁目新栄町線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○ ○
福岡県 築町　　　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田市 市道有明町1丁目中友町線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○ ○
福岡県 雑餉隈9号 春日市 市道１級第１号路線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○ ○
福岡県 春日原6号 福岡県 県道580号那珂川大野城線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○ ○
福岡県 下大利12号 太宰府市 市道関屋・向佐野線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○ ○
福岡県 下大利14号 太宰府市 市道古川・半田線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○ ○
福岡県 都府楼前10号 太宰府市 市道大名道・芝原社宅線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 二日市6号 福岡県 主要地方道65号筑紫野筑穂線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○ ○
福岡県 通谷1号 中間市 市道御館通谷線 筑豊電気鉄道 筑豊電気鉄道 ○ ○
大分県 中島　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市 市道高崎1号線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○ ○
北海道 遊楽部道路 八雲町 町）末広通線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 6丁目 江別市 市）兵村6丁目通りの2 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 旧国道 岩見沢市 市）4条東町線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 14号線 北海道 一）東奈井江奈井江停車場線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 七重浜道路 北海道 主）函館上磯線 北海道旅客鉄道 江差線 ○
北海道 長都街道 恵庭市 市）中島線 北海道旅客鉄道 千歳線 ○
北海道 漁2号 北海道 主）恵庭栗山線 北海道旅客鉄道 千歳線 ○
北海道 深川山1線 深川市 市）山1線 北海道旅客鉄道 留萌線 ○
北海道 港東 留萌市 市）栄町2号通り 北海道旅客鉄道 留萌線 ○
北海道 幾寅原野東9号 北海道 一）石勝高原幾寅線 北海道旅客鉄道 根室本線 ○
北海道 幕別町東9号 北海道 主）幕別帯広芽室線 北海道旅客鉄道 根室本線 ○
北海道 第3旭川浦河線 北海道 主）天人峡美瑛線 北海道旅客鉄道 富良野線 ○
北海道 永山通6丁目 旭川市 市）花咲通線 北海道旅客鉄道 宗谷本線 ○
北海道 南2丁目 名寄市 市）南2丁目通 北海道旅客鉄道 宗谷本線 ○
北海道 野上通り 北海道 一）遠軽芭露線 北海道旅客鉄道 石北本線 ○
北海道 道道留辺蘂停車場線 北海道 一）留辺蘂停車場線 北海道旅客鉄道 石北本線 ○
北海道 西8号線 北海道 一）北見環状線 北海道旅客鉄道 石北本線 ○
北海道 鱒浦隧道 網走市 市）つくしヶ丘本通線 北海道旅客鉄道 釧網本線 ○
北海道 南2丁目 名寄市 市）南2丁目通 日本貨物鉄道 宗谷本線 ○
青森県 田舎館 青森県 一般県道田舎館黒石線 弘南鉄道 弘南線 ○
青森県 山道 八戸市 市道桔梗野長者久保線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
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青森県 沼崎 青森県 一般県道水喰上北町停車場線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
青森県 二又 青森県 主要地方道横浜六ヶ所線 東日本旅客鉄道 大湊線 ○
青森県 第1和徳 弘前市 市道和徳和泉線 東日本旅客鉄道 奥羽本線 ○
青森県 第二能代街道 青森県 一般県道稲盛千代町山田線 東日本旅客鉄道 五能線 ○
宮城県 館脇 多賀城市 市道 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
宮城県 開成 仙台市 市道（愛子赤坂線） 東日本旅客鉄道 仙山線 ○
秋田県 来満 秋田県 国道２８２号線 東日本旅客鉄道 花輪線 ○
山形県 横町 山形県 寺泉舟場線 山形鉄道 フラワ-長井線 ○
山形県 福田 米沢市 市道太田町線 東日本旅客鉄道 米坂線 ○
山形県 第1米沢 寒河江市 市道西寒河江駅米沢線 東日本旅客鉄道 左沢線 ○
山形県 第一常万 庄内町 町道余目新田連枝古関線 東日本旅客鉄道 陸羽西線 ○
福島県 六丁 会津若松市 市道幹Ⅰ－36号線 東日本旅客鉄道 磐越西線 ○
茨城県 大沼街道 日立市 市道11号 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
茨城県 電線工場 日立市 市道1388号 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
茨城県 茂木街道 茨城県 県道常陸大宮御前山線 東日本旅客鉄道 水郡線 ○
茨城県 日製 筑西市 市道2級22号 東日本旅客鉄道 水戸線 ○
茨城県 羽田街道 桜川市 市道大1級6号 東日本旅客鉄道 水戸線 ○
茨城県 諏訪 茨城県 国道354号線 関東鉄道 常総線 ○
栃木県 中谷 野木町 二級幹線５号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第五黒田 栃木県 主要地方道　明野間々田線　 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 羽牛田街道 宇都宮市 市道７１３号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 大原 宇都宮市 市道９７７号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第二板戸 宇都宮市 市道５４４号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 並塚県道南 高根沢町 町道３５０号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第一大宮街道 栃木県 主要地方道　今市氏家線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 南小屋 那須塩原市 市道Ｎ幹Ⅱ－１５号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 湯街道 那須塩原市 市道Ｋ１５号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第二迫間 足利市 市道迫間町１４号線 東日本旅客鉄道 両毛線 ○
栃木県 宝来社街道 栃木県 主要地方道　足利千代田線　 東日本旅客鉄道 両毛線 ○
栃木県 唯刈村 足利市 市道鹿島町７５号線 東日本旅客鉄道 両毛線 ○
栃木県 雨ケ谷 小山市 市道２３号線 東日本旅客鉄道 水戸線 ○
栃木県 富士重工 宇都宮市 市道２８号線 東日本旅客鉄道 日光線 ○
栃木県 宇都宮街道 栃木県 主要地方道　宇都宮今市線 東日本旅客鉄道 日光線 ○
栃木県 伊勢崎線第327号 足利市 市道筑波小学校高松通り（市道132号線） 東武鉄道 伊勢崎線 ○
栃木県 伊勢崎線第３４１号 栃木県 一般県道　佐野太田線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
栃木県 佐野線第３７号 佐野市 市道植野６５号線 東武鉄道 佐野線 ○
栃木県 佐野線第92号 佐野市 市道本町枯木線 東武鉄道 佐野線 ○
栃木県 日光線第248号 大平町 町道29号線 東武鉄道 日光線 ○
栃木県 日光線第３０５号 栃木県 一般県道　大橋家中線　 東武鉄道 日光線 ○
栃木県 日光線第４５４号 栃木県 主要地方道　今市氏家線 東武鉄道 日光線 ○
栃木県 鬼怒川線第　７号 栃木県 国道４６１号 東武鉄道 鬼怒川線 ○
栃木県 鬼怒川線第２６号 日光市（市町村合併により市道藤２００２号線　 東武鉄道 鬼怒川線 ○
栃木県 宇都宮線第　４７号 栃木県 一般県道　笹原壬生線　 東武鉄道 宇都宮線 ○
栃木県 宇都宮線第　６５号 壬生町 町道２－３２７号線 東武鉄道 宇都宮線 ○
栃木県 高根沢街道 栃木県 一般県道　石末真岡線 真岡鐵道 真岡線 ○
栃木県 第三星の宮 益子町 町道３３号線 真岡鐵道 真岡線 ○
群馬県 第二藤岡街道 群馬県 藤岡大胡線（40） 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
群馬県 学校前 吉岡町 町道駒小・半田線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
群馬県 伊勢崎線第508号 群馬県 主要地方道　前橋・館林線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
群馬県 小泉（館）線第54号 大泉町 町道2－25号線 東武鉄道 小泉線 ○
群馬県 小泉（館）線第55号 大泉町 町道1－7号線 東武鉄道 小泉線 ○
群馬県 小泉（太）線第31号 太田市 (市）太田内ヶ島扇田25号線 東武鉄道 小泉線 ○
埼玉県 萩和田 寄居町 鉢形西ノ入線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
埼玉県 第二中郷 深谷市 市道花幹線3号線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
埼玉県 第一駒衣 美里町 町道１級５号線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
埼玉県 氷川 さいたま市 市道10347号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 岸町 川越市 市道5167号線 東日本旅客鉄道 川越線 ○
埼玉県 西田通り 深谷市 市道岡2号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 狭山ヶ丘３号 入間市 市道F３４６号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 入間市第1号 入間市 市道幹23号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 入間市第2号 入間市 市道幹24号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 狭山市第23号 川越市 市道6112号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 狭山市第17号 狭山市 市道幹第34号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 伊勢崎線第256号 埼玉県 一般県道南羽生停車場線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 日光線第119号 埼玉県北川辺町 町道2090号線 東武鉄道 日光線 ○
埼玉県 野田線第　82号 春日部市 市道1-20号線 東武鉄道 野田線 ○
埼玉県 東上本線第114号 富士見市 市道5203号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第193号 鶴ヶ島市 市道2－2号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第280号 滑川町 町道102号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第311号 小川町 町道122号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 石原№4 熊谷市 市道116号線 秩父鉄道 秩父本線 ○
埼玉県 行田市№3 埼玉県 一般県道弥藤吾行田線 秩父鉄道 秩父本線 ○
千葉県 八街街道 千葉県 国道４０９号線 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 干潟 千葉県 県道（干潟停車場豊畑線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 本城西 銚子市 市道（1018号本城町浄水場上野線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 鯉名 長生村 村道（1－3号線） 東日本旅客鉄道 外房線 ○
千葉県 浜田 市原市 市道（ア－111号線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 貝淵 木更津市 市道（127号線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 中野 千葉県 県道（君津大貫線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 公園 富津市 市道（小久保岩瀬線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 富士 館山市 市道（1112号線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 浜街道 千葉県 県道（船橋我孫子線） 東日本旅客鉄道 成田線 ○
千葉県 房総国道 千葉県 国道（木更津袖ヶ浦線） 東日本旅客鉄道 久留里線 ○
千葉県 第五久留里街道 千葉県 国道４１０号線 東日本旅客鉄道 久留里線 ○
千葉県 台方 東金市 市道（0213号線） 東日本旅客鉄道 東金線 ○
千葉県 豊海街道 千葉県 県道（東金源線） 東日本旅客鉄道 東金線 ○
千葉県 第二片貝街道 千葉県 県道（東金停車場線） 東日本旅客鉄道 東金線 ○
千葉県 国府台第4号 市川市 市道1282号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 菅野第2号 市川市 市道（２３２１号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 菅野第3号 市川市 市道（０２２５号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 菅野第4号 市川市 市道（２３４８号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第2号 市川市 市道（４２７８号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第4号 市川市 市道（４２８７号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第5号 市川市 市道（４３００号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第6号 市川市 市道（４３０１号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 海神第５号 船橋市 市道（１４０３号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 海神第６号 船橋市 市道（１４１４号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 海神第７号 船橋市 市道（１４１６号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第３号 船橋市 市道（１４７７号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第４号 船橋市 市道（１４８２号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第５号 船橋市 市道（１４８０号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第６号 船橋市 市道（１５０７号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第７号 船橋市 市道（１４７０号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第１０号 船橋市 市道（１５２１号線） 京成電鉄 本線 ○
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千葉県 大神宮下第２号 船橋市 市道（１５３６号線） 京成電鉄 本線 ○
千葉県 船橋競馬場第3号 船橋市 市道00‐162号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成大久保第3号 習志野市 市道00‐116号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 野田線第296号 船橋市 市道00-047号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第272号 松戸市 市道（３－６５号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第268号 鎌ヶ谷市 市道（１００２号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第263号 柏市 市道3116号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第244号 柏市 市道31-1号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第158号 野田市 市道（４１００１号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第161号 野田市 市道（３２０２６号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第163号 野田市 市道（１１６０号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第167号 野田市 市道（３２０２３号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第169号 野田市 市道（４４０５５号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第170号 野田市 市道（２２２０号線） 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第184号 野田市 市道1290号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第213号 流山市 市道220号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 初富3号 鎌ヶ谷市 市道32号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 初富２号 鎌ヶ谷市 市道（４１３０号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 新鎌ヶ谷４号 鎌ヶ谷市 市道（２３３４号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 新鎌ヶ谷１号 鎌ヶ谷市 市道（４４号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 北初富６号 鎌ヶ谷市 市道（5号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 北初富３号 鎌ヶ谷市 市道（１5１４号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 北初富２号 鎌ヶ谷市 市道（４号線） 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 八柱5号 松戸市 主要幹線2級市道42号 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 松戸3号 松戸市 主要幹線1級市道31号 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 大原 千葉県 国道465号 いすみ鉄道 いすみ線 ○
千葉県 国道１６号 国土交通省 国道３５７号 京葉臨海鉄道 臨海本線 ○
千葉県 第29号 流山市 流山2丁目区割9号線 総武流山電鉄 総武流山線 ○
東京都 航空支庁前 立川市 市道南7号線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 牛浜西 福生市 市道 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 市役所前 青梅市 市道 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 五日市街道 東京都 都道 一168東秋留停車場線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 市役所 あきる野市 市道 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 五日市街道 東京都 都道主7杉並あきる野線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 淵上第一 あきる野市 市道 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 平井 東京都 都道一185山田平井線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 小宮原 八王子市 市道 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 福生街道 東京都 都道一165伊奈福生線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 福生第二号 福生市 市道 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 福生街道 東京都 都道一166瑞穂あきる野八王子線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 第二下田端 東京都 都道特458白山小台線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
東京都 立石大通 葛飾区 区道（葛334号線） 東日本旅客鉄道 総武支線 ○
東京都 小松川街道 葛飾区 区道（葛317号線） 東日本旅客鉄道 総武支線 ○
東京都 西ヶ原四丁目 北区 北豊7号 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 国分寺第5号 東京都 都道一134恋ヶ窪新田三鷹線 西武鉄道 多摩湖線 ○
東京都 玉川上水第4号 立川市 市道　2級13号線 西武鉄道 拝島線 ○
東京都 玉川上水第9号 立川市 市道　1級14号線 西武鉄道 拝島線 ○
東京都 西武立川第1号 立川市 市道　1級15号線 西武鉄道 拝島線 ○
東京都 新小金井第7号 東京都 都道一110府中三鷹線 西武鉄道 多摩川線 ○
東京都 亀戸線第　8号 墨田区 墨114号線 東武鉄道 亀戸線 ○
東京都 亀戸線第　9号 墨田区 墨122号線 東武鉄道 亀戸線 ○
東京都 宮の坂3号 東京都 都道特423渋谷経堂線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 山下4号 世田谷区 区道21-A007号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
神奈川県 千鳥橋 横浜市 市道東神奈川千若線 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
神奈川県 河口 横浜市 市道小野末広線 東日本旅客鉄道 鶴見線 ○
神奈川県 学校前踏切道 横浜市 市道大口１８８号 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 水流踏切道 横浜市 市道東本郷128号線 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 田尻 相模原市 市道相原橋本 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 水門 横須賀市 市道2561号 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 新道 海老名市                    市道10号線 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 厚木第二 海老名市                    市道12号線 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 上郷第四 海老名市 市道61号線 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 蛭沼 海老名市                    市道2号線 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 下溝 神奈川県 県道46号 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 日金 相模原市 市道小山22号 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 千鳥橋 横浜市 市道東神奈川千若線 日本貨物鉄道 東海道支線 ○
神奈川県 川崎大師第１踏切道 国土交通省 国道409号 京浜急行電鉄 大師線 ○
神奈川県 相模国分1号 海老名市 市道61号線 相模鉄道 厚木線 ○
神奈川県 相模国分4号 神奈川県 県道40号横浜厚木 相模鉄道 厚木線 ○
神奈川県 長津田8号 横浜市 市道奈良165号線 横浜高速鉄道 （こどもの国線） ○
山梨県 第一信州往環 甲斐市 市道　新町本線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
山梨県 月見ヶ丘 都留市 市道四日市場桂高線 富士急行 大月線 ○
長野県 第２２号 長野県 県道北長野停車場線 長野電鉄 長野線 ○
長野県 中野～桜沢 長野県 県道　中野小布施線 長野電鉄 長野線 ○
長野県 雨宮上１号 長野県 国道４０３号線 長野電鉄 屋代線 ○
長野県 曽山 大町市 市道　曽山観音橋線 東日本旅客鉄道 大糸線 ○
長野県 第２高岩 長野県 県道　川上佐久線 東日本旅客鉄道 小海線 ○
長野県 市場 長野県 県道上飯田線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
長野県 小町屋 駒ヶ根市 市道　小鍛治線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
長野県 二条 伊那市 市道　二条線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
新潟県 高山 長岡市 市道東幹線13号線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
新潟県 新町 長岡市 市道239号線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 西中 三条市 支所土場線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 吉岡町 新潟市 市道　田家新栄町線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 山通 新潟市 市道　東7-5号線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 加賀 上越市 北本町春日山町線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 鴻ノ巣 燕市 吉田幹線20号 東日本旅客鉄道 越後線 ○
新潟県 小針第二 新潟市 市道小針線 東日本旅客鉄道 越後線 ○
新潟県 農業センター 燕市 白山三丁目2号線 東日本旅客鉄道 弥彦線 ○
新潟県 井土巻 燕市 市道　南町・東町1号線 東日本旅客鉄道 弥彦線 ○
新潟県 田海 糸魚川市 市道　福来口線　　　　　　 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
新潟県 西海 新潟県 （一）上町屋釜沢糸魚川線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 新神楽川 射水市 市道放生津町中新湊線 万葉線 新湊港線 ○
富山県 江上 上市町 郷柿沢．中江上線 富山地方鉄道 本線 ○
富山県 犬山 富山県 一般県道福平石田線 富山地方鉄道 本線 ○
富山県 大庄第一 富山県 主要地方道富山上滝立山線 富山地方鉄道 上滝線 ○
富山県 駒方 富山県 （一）北高木立野線　　　 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 東中保 富山県 主要地方道高岡砺波線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 中田村道 射水市 三ヶ79号線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1北陸街道 富山県 一般県道辻ヶ堂市田袋線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1上市街道 富山県 一般県道上市水橋線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1生地 黒部市 生地中新線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 下飯野 富山県 一般県道小摺戸芦崎線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第2稲代 富山県 一般県道八尾大沢野線 西日本旅客鉄道 高山本線 ○
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富山県 芳野 高岡市 北島駅南一丁目線 西日本旅客鉄道 城端線 ○
富山県 第1農学校 富山県 一般県道安居福野線 西日本旅客鉄道 城端線 ○
富山県 十間道路 高岡市 市道伏木国府2丁目6号線 西日本旅客鉄道 氷見線 ○
石川県 大額2号 石川県 一般県道額谷三浦線 北陸鉄道 石川線 ○
石川県 石川 白山市 福留・笠間線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 宮野前 白山市 市道　米永松本線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 五歩市 白山市 市道　新田徳丸線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 田中道 白山市・野々市町  市道　田中横江線町道　2級幹線郷田中線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 長池道 石川県 一般県道宮永横川町線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 御経塚 野々市町 町道　御経塚町６９号線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 六日市 金沢市　 市道　1級幹線48号線　　 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 糸田道 金沢市 市道　準幹線515号線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 津幡 石川県 一般県道莇谷津幡線 西日本旅客鉄道 七尾線 ○
石川県 御祖 石川県 鹿西氷見線 西日本旅客鉄道 七尾線 ○
岐阜県 梅谷川 岐阜県 （主）岐阜関ヶ原線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
岐阜県 長塚 各務原市 市道　那140号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 前野 各務原市 市道　那351号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 第2農大 各務原市 市道　那538号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 第1雄飛 各務原市 市道　那546号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 六軒 岐阜県 県道六軒停車場線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 三柿野 各務原市 市道　蘇南2号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 神名 各務原市 市道　鵜2号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 第4三ツ池 各務原市 市道　各416号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 小橋 各務原市 市道　鵜1118号線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 第2校 高山市 市道　花岡上岡本線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 中切 岐阜県 （一）名張上切線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 停車場 土岐市 市道　８２２０４号線 東海旅客鉄道 中央本線 ○
岐阜県 第2多治見街道 多治見市 市道　512300号線 東海旅客鉄道 太多線 ○
岐阜県 山明寺 多治見市 市道９３０２４２号線 東海旅客鉄道 太多線 ○
岐阜県 岐阜3号 岐阜市 市道　安良田町１丁目線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 新加納5号 各務原市 市道　那140号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 新那加3号 各務原市 市道　那351号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 市民公園前1 各務原市 市道　那538号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 各務原市役所前1号 各務原市 市道　那546号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 六軒1号 各務原市 市道　蘇南53号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 六軒4号 各務原市 市道　蘇南2号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 名電各務原1号 各務原市 市道　鵜49号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 鵜沼宿7号 各務原市 市道　鵜1118号線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 北大垣第9号 岐阜県 （一）柳瀬赤坂線 近畿日本鉄道 養老線 ○
静岡県 南　部　東 静岡県 県道豊橋湖西線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 二軒屋 湖西市 市道新所原笠子線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 第二小山 静岡県 駿河小山停車場線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 学　　校 裾野市 ２－１５号線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 竹　　原 長泉町 町道３８号線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 中石田 沼津市 0267号線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 遠州助信７号 浜松市 高林原島線 遠州鉄道 鉄道線 ○
静岡県 遠州貴布祢５号 浜松市 市道浜北西美薗石塚線 遠州鉄道 鉄道線 ○
静岡県 遠州貴布祢７号 浜松市 市道浜北貴布祢西美薗２号線 遠州鉄道 鉄道線 ○
静岡県 巴町 静岡市 巴町島崎町線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 反射炉 静岡県 県道韮山反射炉線 伊豆箱根鉄道 駿豆線 ○
愛知県 蜆橋 名古屋市 市道　古新町第1号線 日本貨物鉄道 東海道支線 ○
愛知県 笠寺 名古屋市 市道　道徳笠寺線 日本貨物鉄道 東海道支線 ○
愛知県 西小坂井 小坂井町 町道　藤ノ木縫殿線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 平坂街道 愛知県 県道　小坂井御津線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 牧内 岡崎市 市道　渡東牧内線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 笠寺 名古屋市 市道　道徳笠寺線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 御田 名古屋市 市道　新宮坂町第3号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 牛久保 豊川市 市道城跡市役所線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
愛知県 和通 愛知県 県道　小坂井谷川線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
愛知県 若杉 新城市 市道　上平井線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
愛知県 東郊線 蟹江町 町道東郊線 東海旅客鉄道 関西本線 ○
愛知県 奥田8号 愛知県 県道尾西清洲線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 国府宮2号 稲沢市 市道　00－136号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 藤川6号 岡崎市 市道蓑川名鉄団地1号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 藤川4号 岡崎市 市道藤川北荒古6号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 藤川1号 岡崎市 市道藤川沖田4号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 国府7号 豊川市 市道西井領東沢線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 平井５号 小坂井町 町道　倉屋敷東野地線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 米津13号 安城市 （市）石井小川1号線 名古屋鉄道 西尾線 ○
愛知県 桜町前3号 西尾市 （市）戸ヶ崎線 名古屋鉄道 西尾線 ○
愛知県 三河荻原2号 愛知県 県道　西尾吉良線 名古屋鉄道 西尾線 ○
愛知県 重原２ィ号 知立市 （市）上重原町13号線 名古屋鉄道 三河線 ○
愛知県 吉浜5号 愛知県 県道南中根小垣江線 名古屋鉄道 三河線 ○
愛知県 北新川1号 愛知県 県道北新川停車場線 名古屋鉄道 三河線 ○
愛知県 三河鳥羽12号 吉良町 町道保定8号線 名古屋鉄道 蒲郡線 ○
愛知県 大江4号 名古屋市 市道　大江西線 名古屋鉄道 築港線 ○
愛知県 高横須賀５号 東海市 市道　三ツ池線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 白沢2号 阿久比町 町道103号線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 武豊１イ号 武豊町 町道白山山起第１号線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 江南7号 江南市 （市）江南岩倉線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 勝幡1号 愛西市 市道勝幡3号線 名古屋鉄道 津島線 ○
愛知県 萩原2号 一宮市 市道0152号線 名古屋鉄道 尾西線 ○
愛知県 奥町1号 一宮市 市道Ｄ219号線 名古屋鉄道 尾西線 ○
愛知県 諏訪町6号 豊川市 市道城跡市役所線 名古屋鉄道 豊川線（軌） ○
愛知県 諏訪町12号 豊川市 市道　前田豊川線 名古屋鉄道 豊川線（軌） ○
愛知県 佐古木第4号 愛知県 県道大藤永和停車場線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 北浜 三重県 国道　１６４号 日本貨物鉄道 関西本線 ○
三重県 八幡 四日市市 市道　富田２号線 東海旅客鉄道 関西本線 ○
三重県 北浜 三重県 国道　１６４号 東海旅客鉄道 関西本線 ○
三重県 大淀 三重県 県道　伊勢松阪線 東海旅客鉄道 紀勢本線 ○
三重県 上里 三重県 県道　矢口浦上里線 東海旅客鉄道 紀勢本線 ○
三重県 第4小山 三重県 県道　一志嬉野線 東海旅客鉄道 名松線 ○
三重県 掛橋 伊勢市 市道小俣１９号線 東海旅客鉄道 参宮線 ○
三重県 富田１号 四日市市 市道　富田２号線 三岐鉄道 三岐線 ○
三重県 山城5号 三重県 県道　平津菰野線 三岐鉄道 三岐線 ○
三重県 松阪第1号 松阪市 市道高町屋停車場線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 松阪第４号 三重県 県道　伊勢松阪線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 新居第9号 三重県 国道　25号 近畿日本鉄道 伊賀線 ○
三重県 茅町第1号 三重県 県道　上野大山田線 近畿日本鉄道 伊賀線 ○
三重県 千里第６号 津市 市道上野東千里線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 磯山第5号 鈴鹿市 市道　寺家磯山線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 塩浜第3号 三重県 県道　宮東日永線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 四日市第６号 四日市市 市道末永滝川線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 川原町第１号 四日市市 市道本郷４号線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
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三重県 阿倉川第1号 四日市市 市道　三重橋垂坂線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 長島第2号 桑名市 市道　間々国道線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 柳第8号 三重県 県道四日市鈴鹿線 近畿日本鉄道 鈴鹿線 ○
三重県 鈴鹿市第1号 鈴鹿市 市道　神戸八丁目41号線 近畿日本鉄道 鈴鹿線 ○
三重県 三日市第6号 鈴鹿市 市道　甲斐道伯線 近畿日本鉄道 鈴鹿線 ○
福井県 西武生第1 福井県 武生美山線 福井鉄道 福武線 ○
福井県 西鯖江北 福井県 国道417号線 福井鉄道 福武線 ○
福井県 新八ッ島 福井県 国道416号 えちぜん鉄道 三国芦原線 ○
福井県 白崎 福井県 湯谷王子保停車場線　 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
福井県 坂井 福井県 三国丸岡停車場線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
福井県 山村 福井県 山櫛林線 西日本旅客鉄道 小浜線 ○
福井県 東中 福井県 国道１５７号線　　　 西日本旅客鉄道 越美北線 ○
滋賀県 日夏街道 滋賀県 県道三津屋野口線 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 高川 滋賀県 県道下豊浦鷹飼線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 二町 守山市 市道二町阿村線 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 井戸町 滋賀県 県道朝妻筑摩近江線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
滋賀県 河毛 滋賀県 県道郷野湖北線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
滋賀県 高月 滋賀県 県道落川高月線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
滋賀県 石山国道下 大津市 南2207 京阪電気鉄道 石山坂本線（軌） ○
滋賀県 浜野道 東近江市 八日市駅瓦屋寺線 近江鉄道 本線 ○
京都府 上津 京都府 天理加茂木津線　　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
京都府 信楽街道 京田辺市 草内薪線 西日本旅客鉄道 片町線 ○
京都府 今津 京都府 宮前千歳線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
京都府 寺田第2号 城陽市 224号線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 寺田第3号 城陽市 10号線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 太秦街道 京都市 一般府道太秦上桂線 阪急電鉄 嵐山線 ○
京都府 山ノ内1号 京都市 162号線 京福電気鉄道 嵐山本線 ○
京都府 山田 京都府 宮津養父線 北近畿タンゴ鉄道 宮津線 ○
京都府 第一生野内 京都府 網野・峰山線 北近畿タンゴ鉄道 宮津線 ○
京都府 馬路街道 京都府 久美浜停車場線 北近畿タンゴ鉄道 宮津線 ○
大阪府 藤田 柏原市 高井田白坂神社線　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 能勢街道 大阪市 淀川区第311－20号線 西日本旅客鉄道 北方連絡線 ○
大阪府 阪貨第三杉本 大阪市 住吉区第2567号線　　 西日本旅客鉄道 阪和連絡線 ○
大阪府 阪貨第七杉本 大阪市 住吉区第2166号線　　 西日本旅客鉄道 阪和連絡線 ○
大阪府 北八尾街道 大阪府 大阪八尾線　　　　　 西日本旅客鉄道 城東貨物南線 ○
大阪府 衣摺 東大阪市 衣摺東西線 西日本旅客鉄道 城東貨物南線 ○
大阪府 信太山南二 大阪府 泉大津美原線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 長滝南一 大阪府 日根野羽倉崎線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 喜志第6号 富田林市 若松5号線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 富田林第2号 大阪府 (主要地方道)堺富田林線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 富田林第3号 富田林市 寿2号線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 滝谷不動第6号 河内長野市 汐の宮滝谷1号線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 高石5号 高石市 小高石筋 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 貝塚4号 貝塚市 脇浜石才線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 二色浜４号 大阪府 泉佐野熊取線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 樽井５号 大阪府 鳥取・吉見・泉佐野線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 汐見橋3号 大阪市 浪速鶴町線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 芦原町1号 大阪市 浪速区第2814号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 芦原町4号 大阪市 浪速区第2862号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 木津川2号 大阪市 西成区第387号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 津守4号 大阪市 津守安立線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 平尾 大阪府 箕面池田線 阪急電鉄 箕面線 ○
大阪府 福駅東 大阪市 福町浜町線 阪神電気鉄道 西大阪線 ○
大阪府 恵美須町4号 大阪市 日本橋今宮方面東西26号線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 今池1号 大阪市 阿倍野木津川線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 北天下茶屋4号 大阪市 木津川平野線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 大和川3号 堺市 三宝高須線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 東湊2－1号 堺市 堺狭山線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
兵庫県 大割上 加古川市 西谷和田線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 宮東第三 加古川市 北野７号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 出張中 加古川市 西井ノ口米田線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 古屋敷一 兵庫県 赤穂佐伯線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 大野西 加古川市 日岡刑務所線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 宮ノ下 加古川市 大野西条線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 神野第一 加古川市 神野団地線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 神野第二 加古川市　 新神野西条線　　　　　 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 黍田第三 兵庫県 平荘市場線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 西前畑 姫路市 中寺広瀬線 西日本旅客鉄道 播但線 ○
兵庫県 佐用街道 たつの市 東觜崎2号線 西日本旅客鉄道 姫新線 ○
兵庫県 上月 兵庫県 国道３７３号　　　　 西日本旅客鉄道 姫新線 ○
兵庫県 竹野東 兵庫県 日高竹野線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
兵庫県 田君 兵庫県 １７８号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
兵庫県 球場前 兵庫県 西宮豊中線 阪急電鉄 今津線 ○
兵庫県 御願塚南 伊丹市 御願塚南町第6277号線 阪急電鉄 伊丹線 ○
兵庫県 山本変電所 宝塚市 第1047号線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
兵庫県 深江札場通 神戸市 市道深江幹線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 打出南宮町 芦屋市 市道稲荷山線125号 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 魚住東 明石市　 魚住343号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 大中 播磨町 古宮・大中線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 加古川県道 加古川市　 旧県道加古川高砂2号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 大塩 姫路市 幹第59号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 新日鉄東門 兵庫県 英賀保停車場線 山陽電気鉄道 網干線 ○
兵庫県 長松川東第2 姫路市 大津95号線 山陽電気鉄道 網干線 ○
兵庫県 新網干 姫路市 幹第50号線 山陽電気鉄道 網干線 ○
奈良県 西木辻 奈良県 木津横田線 西日本旅客鉄道 桜井線 ○
和歌山県 天満 那智勝浦町　 木戸浦10号線　　　 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 平松 和歌山県 県道すさみ古座線 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 富田 和歌山県 栄岩崎線 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 小山 白浜町　 平才野線　　　　　　 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 小熊 日高川町 町道和佐土生線 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 安原 和歌山県 県道小野田内原線　　 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 中ノ島第二 和歌山市 市道六十谷手平線 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 竹の鼻 和歌山県 県道山田岸上線 西日本旅客鉄道 和歌山線 ○
和歌山県 萩原 かつらぎ町 笠田西部２１号線 西日本旅客鉄道 和歌山線 ○
和歌山県 新麻生津街道 紀の川市 市道名手市場麻生津　 西日本旅客鉄道 和歌山線 ○
和歌山県 孝子10号 和歌山県 粉河加太線 南海電気鉄道 南海本線 ○
和歌山県 紀ノ川4号 和歌山県 新和歌浦梅原線 南海電気鉄道 加太線 ○
和歌山県 八幡前２号 和歌山市 市道古屋本脇線 南海電気鉄道 加太線 ○
和歌山県 湯川第２号 和歌山県 江川小松原線 紀州鉄道株式会社 紀州鉄道線 ○
鳥取県 曲 鳥取県　 亀谷北条線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
鳥取県 美成 鳥取県　 国道482号 西日本旅客鉄道 因美線 ○
島根県 一中 出雲市 （市）大津82号線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
島根県 長沢 浜田市 （市）長沢下府線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
島根県 福浦里道 浜田市 （市）谷福浦線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
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島根県 才の神 島根県　 （一）出雲大東線 西日本旅客鉄道 木次線 ○
島根県 苗手下 島根県 県道掛合大東線 西日本旅客鉄道 木次線 ○
島根県 一中 出雲市 （市）大津82号線 一畑電気鉄道 北松江線 ○
岡山県 庭瀬東 岡山市 市道平野3号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
岡山県 寺前一 倉敷市 西坂平田線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
岡山県 玉島道 倉敷市　　 柏島道越線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
岡山県 新金山 岡山市　 市道金山寺玉柏線 西日本旅客鉄道 津山線 ○
岡山県 皿 岡山県　 県道押淵皿線 西日本旅客鉄道 津山線 ○
岡山県 三門西 岡山県　 県道厳井野田線 西日本旅客鉄道 吉備線 ○
岡山県 旧国道 岡山県　 県道清音真金線 西日本旅客鉄道 伯備線 ○
広島県 天保 三原市 市道糸崎町165号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 古江 広島市　 市道西4区51号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 砂走第3 廿日市市 市道引法川1号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 藩戸原 安芸高田市 市道甲立駅線 西日本旅客鉄道 芸備線 ○
広島県 中州大 府中市　 市道橋ノ外線　　　 西日本旅客鉄道 福塩線 ○
広島県 第6中須 府中市　 市道亀寿中須団地線 西日本旅客鉄道 福塩線 ○
広島県 毛木東 竹原市 市道毛木沖線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 仁方第２ 呉市　　 仁方本町1丁目1号線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 白岳第1 呉市　　 広駅裏支線　　　　　 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 白岳第２ 呉市　　 市道白岳線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 二河川東 呉市 市道西中央1丁目1号線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 両城第1 呉市 三条3丁目1号線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 神賀第2 呉市 市道吉浦東本町1丁目3号 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 高須 広島市　 市道西4区34号線 広島電鉄 宮島線 ○
広島県 鈴峯 広島市　 市道西5区57号線 広島電鉄 宮島線 ○
広島県 吉見園 広島市 県道五日市停車場線 広島電鉄 宮島線 ○
山口県 玉川 宇部市 居能駅厚東川線 日本貨物鉄道 宇部線 ○
山口県 場正第1 光市 市道岩狩線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
山口県 自得寺 周南市 北山合田町線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
山口県 沖見町 周南市 緑町沖原線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
山口県 室の木 国土交通省 国道188号線 西日本旅客鉄道 岩徳線 ○
山口県 体育館前 岩国市　 今津町6号線　　　　 西日本旅客鉄道 岩徳線 ○
山口県 錦見 山口県 主要地方道岩国玖珂線 西日本旅客鉄道 岩徳線 ○
山口県 柳井田堤 山口県 一般県道新山口停車場柳井田線 西日本旅客鉄道 山口線 ○
山口県 上郷西 山口市 市道新町岡田線 西日本旅客鉄道 山口線 ○
山口県 三谷 山口県 主要地方道萩篠生線 西日本旅客鉄道 山口線 ○
山口県 門前 山口県 一般県道山口阿知須宇部線 西日本旅客鉄道 宇部線 ○
山口県 玉川 宇部市 居能駅厚東川線 西日本旅客鉄道 宇部線 ○
山口県 平原 宇部市 市道藤曲厚東川線 西日本旅客鉄道 宇部線 ○
徳島県 吉成 徳島県 徳島環状線 四国旅客鉄道 高徳線 ○
徳島県 観音寺第1 徳島市 (1)芝原･観音寺線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 石井 徳島県 石井引田線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 鴨島東部 徳島県 徳島鴨島線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 鶴島第3 徳島県 大谷西須賀線 四国旅客鉄道 牟岐線 ○
徳島県 岡崎 徳島県 由岐停車場線 四国旅客鉄道 牟岐線 ○
香川県 長尾街道 香川県 （主）志度山川線　3号線 四国旅客鉄道 高徳線 ○
香川県 潟元 香川県 (一)屋島停車場屋島公園線 高松琴平電気鉄道 志度線 ○
香川県 屋島 香川県 (主)屋島公園線 高松琴平電気鉄道 志度線 ○
香川県 高松東道路長尾線 国土交通省 国道11号高松東道路 高松琴平電気鉄道 長尾線 ○
愛媛県 上徳 愛媛県 (一)桜井山路線　156号線 四国旅客鉄道 予讃線 ○
愛媛県 杣田第二 愛媛県 (主)今治波方港線　38号線 四国旅客鉄道 予讃線 ○
愛媛県 平野 愛媛県 (一)大洲保内線　234号線 四国旅客鉄道 予讃線 ○
愛媛県 宮野下第１ 愛媛県 (一)伊予宮野下停車場務田線　278号線 四国旅客鉄道 予土線 ○
愛媛県 千舟町第1 松山市 千舟町高岡線 伊予鉄道 高浜線 ○
高知県 後免 南国市 市道  駅前越戸線 四国旅客鉄道 土讃線 ○
高知県 領石街道 高知県 （一）八幡大津線 四国旅客鉄道 土讃線 ○
福岡県 東港町 北九州市 市道東港愛宕1号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 田町 北九州市 市道田町25号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 尾園 福岡県 主要地方道92号宗像篠栗線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 鹿部 古賀市 市道浜大塚線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 二反田　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 市道　和白東2725号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 産業大学 福岡市 市道　香住ヶ丘804号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 井手の上　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 県道714号高田柳川線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 三平 福岡市 主要地方道福岡東環状線 九州旅客鉄道 香椎線 ○
福岡県 箱崎 福岡市 主要地方道福岡・太宰府線 九州旅客鉄道 篠栗線 ○
福岡県 怡土 福岡市 主要地方道福岡早良大野城線 九州旅客鉄道 筑肥線 ○
福岡県 本町通り　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市 市道南鷹見6号線 九州旅客鉄道 筑豊本線 ○
福岡県 矢加部5号 福岡県 国道443号 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 香椎花園前1号 福岡市 市道　香椎花園線 西日本鉄道 宮地岳線 ○
佐賀県 花島　　　　　　　　　　　　　　　　　　武雄市 市道小楠総合庁舎線 九州旅客鉄道 佐世保線 ○
佐賀県 松原　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀県 一般県道武雄塩田線 九州旅客鉄道 佐世保線 ○
長崎県 桜馬場　　　　　　　　　　　　　　　　　佐世保市 久井手線 九州旅客鉄道 佐世保線 ○
長崎県 松川橋　　　　　　　　　　　　　　　　　佐世保市 久井手桜馬場線 九州旅客鉄道 佐世保線 ○
熊本県 境崎 荒尾市 市道外磯境崎線 日本貨物鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 境崎 荒尾市 市道外磯境崎線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 池田　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市 市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 本妙寺　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県 県道熊本玉名線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 段山　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市 市道段山本町島崎7丁目第1号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 一新　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市 市道新町4丁目横手4丁目第1号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 塩屋 宇城市 市道東港金桁線 九州旅客鉄道 三角線 ○
熊本県 渡鹿第1 熊本市 市道大江2丁目新大江3丁目第1号線 九州旅客鉄道 豊肥本線 ○
熊本県 陣内 熊本県 県道矢護川大津線 九州旅客鉄道 豊肥本線 ○
熊本県 才園第3 熊本県 県道多良木相良線 くま川鉄道 湯前線 ○
熊本県 鶴田 水俣市 市道（164号）江南橋・古城線 肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道 ○
大分県 観光道路 大分県 国道500号 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
大分県 松崎　　　 大分県 国道217号 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 中村 鹿児島市 市道北清見薬師堂線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 試験場 鹿児島市 市道田辺和田線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 大久保 鹿児島市 市道本城大久保線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 諏訪 鹿児島市 市道諏訪和田線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 渡瀬 鹿児島県 県道指宿停車場線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 役場通り 鹿児島県揖宿郡頴娃町町道79号役場通り線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 新道　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県 県道55号線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 柳田　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県姶良郡加治木町町道蒲生田通線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 第2東原 鹿児島県 県道465号線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 元町 鹿児島県 県道368号線 肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道 ○
北海道 発寒小学校 札幌市 市）稲荷線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
北海道 川下街道 札幌市 市）南郷南1号線 北海道旅客鉄道 函館本線 ○
宮城県 塩手街道 名取市 市道 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
宮城県 新石巻街道 仙台市 市道（北四番丁・岩切線） 東日本旅客鉄道 仙山線 ○
福島県 曽根田（東） 福島市 市道天神町・三河北町線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
茨城県 ぶどう園 牛久市 市道22号 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
茨城県 河和田街道 茨城県 県道玉里水戸線 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
茨城県 一の町 水戸市 浜田2号 東日本旅客鉄道 常磐線 ○
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栃木県 第二境街道 小山市 市道3783号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 丸山 小山市 市道206号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第二上三川街道 栃木県 主要地方道　宇都宮・結城線　 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第二奥州街道 栃木県 主要地方道　宇都宮・烏山線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第一白沢街道 栃木県 一般県道　下岡本上戸祭線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
栃木県 第二大田原街道 那須塩原市 市道Ｎ幹Ⅰ－19号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
群馬県 第一南町 高崎市 (市）新町１０５号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
群馬県 塚沢 高崎市 環状内廻り線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
群馬県 中川学校通り 群馬県 一般県道　井野停車場線号 東日本旅客鉄道 上越線 ○
群馬県 前中尾 高崎市 中尾団地北通り線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
群馬県 関越日高 高崎市 E３４号線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
埼玉県 乗馬 さいたま市 市道10172号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 末広 さいたま市 市道11011号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 原市 さいたま市 市道11099号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 原市小学校通り 上尾市 市道2045号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 下蓮田 蓮田市 市道9号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 旧菖蒲街道 蓮田市 市道7号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 第一岩槻 埼玉県 国道122号 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 沖山 白岡町 町道102号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 野牛 埼玉県 県道蓮田白岡久喜線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 第二岩槻 埼玉県 県道春日部久喜線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 第三岩槻 久喜市 市道1号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 旧幸手街道 久喜市 市道7040号線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 幸手加須街道 埼玉県 県道加須幸手線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
埼玉県 上加道 さいたま市 市道30172号線 東日本旅客鉄道 川越線 ○
埼玉県 平方新道 さいたま市 （主）さいたま鴻巣線 東日本旅客鉄道 川越線 ○
埼玉県 工場裏 さいたま市 市道10052号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 宮原三丁目 さいたま市 市道30319号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第一川越街道 さいたま市 市道30578号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第二川越街道 上尾市 市道20464号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第三川越街道 上尾市 市道20477号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 久保 埼玉県 県道上尾環状線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第七川越街道 北本市 市道6379号線　（起点側から見て右側：1408号線） 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第九川越街道 埼玉県 主要地方道さいたま鴻巣線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 松山新道 鴻巣市 Ａ－2041号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第三中仙道 埼玉県 県道鎌塚鴻巣線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第四中仙道 埼玉県 県道鎌塚鴻巣線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 第四熊谷堤 熊谷市 市道80005号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 牧場 深谷市 市道幹32号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 秩父街道 本庄市 本庄銀座通り秩父線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 東久留米第5号 新座市 市道第43-45号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 所沢第10号 埼玉県 主要地方道所沢武蔵村山立川線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 武蔵藤沢第4号 入間市 市道幹2号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 稲荷山公園第1号 狭山市 市道A第787号線 西武鉄道 池袋線 ○
埼玉県 南大塚第13号 川越市 市道0008号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 南大塚第11号 川越市 市道0006号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 新所沢第5号 埼玉県 主要地方道所沢狭山線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 新所沢第1号 埼玉県 主要地方道川越所沢線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 所沢第3号 所沢市 市道第3-735号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 所沢第1号 所沢市 市道第1-523号線 西武鉄道 新宿線 ○
埼玉県 伊勢崎線第137号 宮代町 町道26号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第163号 埼玉県 県道さいたま幸手線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第173号 久喜市 市道1号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第207号 埼玉県 県道北中曽根北大桑線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 日光線第　36号 埼玉県 県道さいたま幸手線 東武鉄道 日光線 ○
埼玉県 日光線第　39号 埼玉県 県道幸手久喜線 東武鉄道 日光線 ○
埼玉県 野田線第　18号 さいたま市 県道大和田停車場線 東武鉄道 野田線 ○
埼玉県 野田線第　28号 さいたま市 市道11486号線 東武鉄道 野田線 ○
埼玉県 野田線第　29号 さいたま市 県道東門前蓮田線 東武鉄道 野田線 ○
埼玉県 野田線第　48号 さいたま市 国道122号線 東武鉄道 野田線 ○
埼玉県 東上本線第109号 埼玉県 県道三芳富士見線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第110号 富士見市 市道5210号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第128号 埼玉県 県道東大久保大井線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第135号 埼玉県 主要地方道さいたま上福岡所沢線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第157号 川越市 市道0013号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第168号 川越市 市道0071号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第173号 埼玉県 県道川越越生線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第180号 埼玉県 県道川越越生線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 東上本線第253号 東松山市 市道68号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 熊谷№4 熊谷市 市道80005号線 秩父鉄道 秩父本線 ○
千葉県 大広 千葉市 市道（都賀55号線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 鎌池 千葉市 市道（若松町金親町線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 鹿渡県道 千葉県 県道（浜野四街道長沼線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 小堤 四街道市 市道（向井物井線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 第一菊間道 市原市 市道（103号線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 市川真間第3号 千葉県 県道高塚新田市川線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 菅野第5号 市川市 市道2339号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第1号 千葉県 県道市川柏線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成八幡第9号 市川市 市道0223号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 鬼越第6号 千葉県 県道市川印西線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成中山第1号 船橋市 市道0101号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成西船第2号 船橋市 市道00‐052号葛飾印内線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 海神第1号 船橋市 市道00‐168号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 海神第8号 船橋市 市道1419号1417 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第1号 千葉県 県道主要地方道船橋停車場線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成船橋第2号 船橋市 市道1473号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 大神宮下第1号 船橋市 市道00‐033号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 谷津第1号 習志野市 市道00‐001号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成津田沼第1号 習志野市 市道00‐005号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成津田沼第2号 習志野市 市道00‐011号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成大久保第1号 習志野市 市道00‐123号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成大久保第5号 千葉県 県道長沼船橋線69号(東金街道) 京成電鉄 本線 ○
千葉県 実籾第1号 千葉県 県道千葉鎌ヶ谷松戸線57号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 実籾第4号 千葉県 県道幕張八千代線262号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 実籾第6号 八千代市 市道八千代台南4号線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 八千代台第1号 八千代市 市道八千代台東3号線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 八千代台第4号 八千代市 市道大和田1号線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 勝田台6号 佐倉市 市道2‐360号線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 志津2号 佐倉市 市道I‐43号線 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成臼井第01号 千葉県 国道296号線(成田街道) 京成電鉄 本線 ○
千葉県 京成幕張第2号 千葉市 県道幕張停車場線 京成電鉄 千葉線 ○
千葉県 みどり台第1号 千葉市 市道（緑町7号線）号 京成電鉄 千葉線 ○
千葉県 新千葉第4号 千葉市 市道（新町3号線）号 京成電鉄 千葉線 ○
千葉県 野田線第290号 千葉県 県道市川印西線 東武鉄道 野田線 ○
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千葉県 野田線第274号 鎌ヶ谷市 市道4-0204号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第262号 柏市 市道0112号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第168号 千葉県 県道野田守谷線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第210号 千葉県 県道守谷流山線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第224号 柏市 市道26-5号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 前原8号 習志野市 市道00－109号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 前原6号 千葉県 主要地方道長沼・船橋線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 前原3号 千葉県 国道296号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 薬園台6号 船橋市 市道00－027号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 薬園台1号 船橋市 市道00－026号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 北習志野1号 船橋市 市道00－020号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 滝不動1号 船橋市 市道00－119号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 三咲4号 船橋市 市道00－010号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 三咲1号 千葉県 県道夏見・小室線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 鎌ヶ谷大仏3号 船橋市 市道00－114号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 初富9号 千葉県 主要地方道市川・印西線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 初富1号 千葉県 主要地方道千葉・鎌ヶ谷・松戸線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 新鎌ヶ谷2号 千葉県 国道464号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 北初富1号 千葉県 国道464号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 くぬぎやま1号 千葉県 国道464号線 新京成電鉄 新京成線 ○
千葉県 元山3号 千葉県 主要地方道千葉・鎌ヶ谷・松戸線 新京成電鉄 新京成線 ○
東京都 下村 品川区 幹線1級区道６号線（四間通り） 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
東京都 原 品川区 準幹線区道３２号線 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
東京都 弁天道 東京都 都道 一134恋ヶ窪新田三鷹線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 国立 東京都 都道　主43立川東大和線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 相模街道 国土交通省 国道16号 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 桜横町 八王子市 市道　八王子市幹線1級31号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 第一水道 八王子市 市道　八王子市幹線1級21号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 第二水道 八王子市 市道 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 散田 八王子市 市道　八王子287号線 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
東京都 大丸 東京都 都道　主9川崎府中線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 天神前 東京都 都道 一146国立停車場谷保線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 矢川 国立市 市道 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 中学校前 立川市 市道　南473号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 上野原第一 立川市 市道  南376号線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 羽衣 東京都 都道 一145立川国分寺線 東日本旅客鉄道 南武線 ○
東京都 打越 東京都 都道 一173上館日野線 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
東京都 新青梅街道 東京都 都道 一153立川昭島線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 学校前 昭島市 市道昭島7号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 西上道 昭島市 市道昭島9号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 昭和飛行機前 昭島市 市道昭島39号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 松原 昭島市 市道北134号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 牛浜 東京都 都道 主7杉並あきる野線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 志茂 福生市 市道 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 中新道 東京都 都道 一165伊奈福生線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 青梅街道 東京都 国道４１１号線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 青山街道 渋谷区 特別区道第868号路線 東日本旅客鉄道 山手線 ○
東京都 厩道 渋谷区 特別区道第855号路線 東日本旅客鉄道 山手線 ○
東京都 仲仙道 板橋区 旧中仙道 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 仲道 北区 区1010 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 富士道 北区 区1365 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 仲原 北区 区1014 東日本旅客鉄道 赤羽線 ○
東京都 京成町屋駅前 荒川区 区道荒97号線 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 町屋駅前 東京都 都道 主313上野小竹橋線 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 梶原 東京都 都道 主306王子千住南砂町線 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 新庚申塚 国土交通省 国道17号 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 庚申塚 豊島区 特別区道32-180号線 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 柿生4号 町田市 町田市鶴川23 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 鶴川1号 東京都 都道 一139真光寺長津田線 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 鶴川5号 町田市 町田市町田190号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 玉川学園前1号 町田市 町田市町田182号 小田急電鉄 小田原線 ○
東京都 お花茶屋第2号 葛飾区 区道葛789号 京成電鉄 本線 ○
東京都 京成高砂第4号 葛飾区 区道葛24号 京成電鉄 本線 ○
東京都 京成高砂第9号 東京都 都道 主307王子金町江戸川線 京成電鉄 本線 ○
東京都 京成小岩第1号 江戸川区 区道A‐0330号 京成電鉄 本線 ○
東京都 押上第4号 墨田区 墨114号線 京成電鉄 押上線 ○
東京都 押上第5号 墨田区 墨98号線 京成電鉄 押上線 ○
東京都 四ッ木第2号 東京都 都道 主308千住小松川葛西沖線 京成電鉄 押上線 ○
東京都 四ッ木第7号 葛飾区 区道葛46号 京成電鉄 押上線 ○
東京都 京成立石第1号 葛飾区 区道葛48号 京成電鉄 押上線 ○
東京都 京成立石第2号 葛飾区 区道葛325号 京成電鉄 押上線 ○
東京都 柴又第5号 国土交通省 国道6号線(水戸街道) 京成電鉄 金町線 ○
東京都 調布3号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 調布21号 調布市 市道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 武蔵野台6号 府中市 市道 東郷寺通り 京王電鉄 京王線 ○
東京都 東府中1号 府中市 市道 競馬場通り 京王電鉄 京王線 ○
東京都 府中4号 府中市 市道 番場北裏通り 京王電鉄 京王線 ○
東京都 府中5号 東京都 都道 一229府中調布線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 府中6号 府中市 市道 ４－１４４号線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 分倍河原1号 府中市 市道 中央道側道 京王電鉄 京王線 ○
東京都 高幡不動15号 日野市 幹線市道Ⅰ－11号線 京王電鉄 京王線 ○
東京都 調布1号 調布市 市道 京王電鉄 相模原線 ○
東京都 富士見ヶ丘1号 東京都 都道 主14新宿国立線 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 三鷹台1号 三鷹市 市道 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 京急蒲田第5踏切道 東京都 都道 主311環状八号線 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第8踏切道 大田区 区道10－72号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第10踏切道 大田区 主要区道70号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田第13踏切道 大田区 主要区道71号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 雑色第1踏切道 大田区 区道10－94号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 雑色第2踏切道 大田区 区道10－102号 京浜急行電鉄 本線 ○
東京都 京急蒲田（空）第1踏切道 国土交通省 国道15号　第1京浜国道 京浜急行電鉄 空港線 ○
東京都 糀谷第1踏切道 大田区 主要区道7号 京浜急行電鉄 空港線 ○
東京都 石神井公園第5号 東京都 都道 特444下石神井大泉線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 保谷第5号 東京都 都道 一234前沢保谷線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 ひばりヶ丘第7号 東久留米市 市道第223－1号線・第223－2号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 東久留米第1号 東京都 都道 一234前沢保谷線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 清瀬第1号 東京都 都道 主15府中清瀬線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 清瀬第8号 清瀬市 市道第0256号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 秋津第1号 東村山市 補助道第4号線 西武鉄道 池袋線 ○
東京都 高田馬場第2号 新宿区 区道23-710号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 鷺ノ宮第6号 杉並区 区道８８７号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上石神井第1号 練馬区 練馬主要区道39号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上石神井第7号 練馬区 練馬主要区道43号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 上石神井第8号 練馬区 練馬主要区道44号線 西武鉄道 新宿線 ○
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東京都 武蔵関第2号 練馬区 練馬一般区道23-295号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 東伏見第1号 西東京市 市道2026号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 東伏見第4号 西東京市 市道114号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 西武柳沢第4号 東京都 都道 主12調布田無線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 田無第2号 西東京市 市道2339号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 田無第3号 西東京市 市道123号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 田無第8号 東京都 都道 一132小川山田無線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 田無第9号 小平市 市道D-82号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 花小金井第1号 東京都 都道 主15府中清瀬線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 花小金井第4号 東京都 都道 主5新宿青梅線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 花小金井第5号 小平市 市道C-31号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 花小金井第7号 小平市 市道C-24号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 小平第1号 東京都 都道 一230小平停車場小川新田線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 小平第3号 東村山市 補助道第１号線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 小平第5号 東村山市 市道第３１５号線１ 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 久米川第1号 東京都 都道 一226東村山清瀬線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 久米川第2号 東京都 都道 主16立川所沢線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 久米川第3号 東村山市 市道第８１号線１ 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 東村山第1号 東京都 都道 一128東村山東大和線 西武鉄道 新宿線 ○
東京都 小川第1号 小平市 市道A-21号線 西武鉄道 国分寺線 ○
東京都 鷹の台第5号 小平市 市道A-45号線 西武鉄道 国分寺線 ○
東京都 恋ヶ窪第3号 東京都 都道 主7杉並あきる野線 西武鉄道 国分寺線 ○
東京都 国分寺第6号 東京都 都道 一222国立停車場恋ヶ窪線 西武鉄道 国分寺線 ○
東京都 国分寺第3号 東京都 都道 主17所沢府中線 西武鉄道 国分寺線 ○
東京都 一橋学園第4号 東京都 都道 主5新宿青梅線 西武鉄道 多摩湖線 ○
東京都 萩山第3号 東京都 都道 主16立川所沢線 西武鉄道 拝島線 ○
東京都 伊勢崎線第　20号 足立区 千住東194号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 伊勢崎線第　　2号 墨田区 墨58号線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
東京都 亀戸線第　1号 東京都 都道 特465深川吾嬬橋線 東武鉄道 亀戸線 ○
東京都 亀戸線第10号 東京都 都道 主306王子千住南砂町線 東武鉄道 亀戸線 ○
東京都 亀戸線第14号 墨田区 墨114号線 東武鉄道 亀戸線 ○
東京都 不動前7号 品川区 特別区道Ⅰ-159号線 東京急行電鉄 目黒線 ○
東京都 武蔵小山1号 品川区 特別区道Ⅰ-163号線 東京急行電鉄 目黒線 ○
東京都 大岡山1号 目黒区 区道H44号線 東京急行電鉄 目黒線 ○
東京都 奥沢1号 東京都 都道 特426上馬奥沢線 東京急行電鉄 目黒線 ○
東京都 戸越公園1号 品川区 準幹線区道２８号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 中延2号 品川区 特別区道Ⅳ-18号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 緑が丘4号 東京都 都道 特426上馬奥沢線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 緑が丘5号 目黒区 区道H99号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 自由が丘1号 目黒区 特別区道一級幹線28号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 自由が丘2号 世田谷区 区道33-166号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 尾山台1号 世田谷区 区道33-224号線 東京急行電鉄 大井町線 ○
東京都 戸越銀座1号 品川区 特別区道Ⅰ-188号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 荏原中延2号 品川区 特別区道Ⅳ-1１7号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 旗の台1号 品川区 特別区道Ⅳ-98号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 雪が谷大塚5号 大田区 主要区道A-49号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 御嶽山6号 大田区 主要区道A-56号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 千鳥町1号 大田区 主要区道A-58号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 千鳥町5号 大田区 区道B-8-84号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 池上1号 大田区 主要区道A-28号線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 池上10号 東京都 都道 主11大田調布線 東京急行電鉄 池上線 ○
東京都 多摩川2号 東京都 都道 主11大田調布線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 鵜の木1号 大田区 区道B-3-93号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 下丸子1号 大田区 区道B-3-15号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 下丸子2号 東京都 都道 主11大田調布線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 下丸子4号 大田区 区道B-9-22号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 武蔵新田3号 大田区 主要区道A-29号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 矢口渡3号 東京都 都道 主311環状八号線 東京急行電鉄 東急多摩川線 ○
東京都 西太子堂5号 東京都 都道 主318環状七号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 松陰神社前2号 世田谷区 区道21-B003号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 世田谷3号 世田谷区 区道21-280号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 宮の坂1号 世田谷区 区道21-B004号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 宮の坂6号 世田谷区 区道21-421号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 山下3号 東京都 都道 特427瀬田貫井線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
神奈川県 生見尾（電） 横浜市 市道生麦108号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 上村 藤沢市 市道明治379号 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 伍仁原 茅ヶ崎市 市道0209号線 東日本旅客鉄道 東海道本線 ○
神奈川県 御幸 川崎市 市道中丸子70号 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
神奈川県 小田第五 川崎市 市道小田栄8号 東日本旅客鉄道 東海道支線 ○
神奈川県 塚越 川崎市 市道幸2号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 鹿島田 川崎市 市道古市場・矢上 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 向河原駅前 川崎市 市道下沼部30号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 第二橘 川崎市 市道久本5号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 大山街道 川崎市 県道14号鶴見溝ノ口 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 津田山第一 川崎市 市道下作延115号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 久地 川崎市 県道9号川崎府中 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 宿河原第二 川崎市 市道子母口・宿河原 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 下河原 川崎市 市道登戸98号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 中野島第二 川崎市 市道多摩9号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 観光道 川崎市 市道菅稲田堤2号 東日本旅客鉄道 南武線 ○
神奈川県 入江 横浜市 市道大口４１７号 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 川和 横浜市 県道青砥上星川 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 三保 横浜市 市道北八朔南部298号線 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 矢部 相模原市 市道上矢部矢部 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 小山 相模原市 市道すすきの氷川 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 小原 相模原市 市道宮上横山 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 大山街道 相模原市 市道相原高校前通 東日本旅客鉄道 横浜線 ○
神奈川県 田園（電下） 鎌倉市 市道209-008号 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 第二鎌倉道 神奈川県 県道21号横浜鎌倉 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 第三鎌倉道 神奈川県 県道21号横浜鎌倉 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 金沢新道 神奈川県 県道205号金沢逗子 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 神武寺 逗子市 市道沼間5号 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 小出 茅ヶ崎市 市道0217号 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 新百合ヶ丘1号 川崎市 市道上麻生376 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相模大野2号 相模原市 市道旭4号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 小田急相模原1号 相模原市 市道新戸翠ヶ丘 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 小田急相模原2号 座間市 市道6号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 小田急相模原6号 座間市 市道32号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相武台前1号 座間市 市道5号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相武台前3号 座間市 市道17号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相武台前4号 座間市 市道4号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相武台前6号 神奈川県 県道42号座間厚木 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 座間1号 座間市 市道1号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 座間14号 神奈川県 県道407号杉久保座間 小田急電鉄 小田原線 ○
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神奈川県 海老名3号 海老名市 市道13号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 海老名5号 神奈川県 県道43号相模原茅ヶ崎 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 伊勢原1号 神奈川県 県道61号平塚伊勢原 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 伊勢原15号 神奈川県 県道612号上粕屋南金目 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 東海大学前7号 秦野市 市道333号 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 渋沢12号 神奈川県 県道72号松田国府津 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 渋沢14号 神奈川県 県道711号小田原松田 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 栢山1号 神奈川県 県道720号怒田開成小田原 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 富水2号 神奈川県 県道717号沼田国府津 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 蛍田3号 小田原市 市道0035 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 足柄2号 小田原市 市道0031 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 足柄5号 小田原市 市道0007 小田急電鉄 小田原線 ○
神奈川県 相模大野6号 相模原市 市道東林間 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 東林間1号 相模原市 市道東芝 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 東林間7号 大和市 公所中央林間線 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 中央林間1号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 中央林間4号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 中央林間5号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 南林間1号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 鶴間1号 大和市 下鶴間桜森線 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 鶴間3号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 鶴間4号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 鶴間5号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 大和1号 神奈川県 県道40号横浜厚木 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 桜ヶ丘1号 神奈川県 県道45号丸子中山茅ヶ崎 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 桜ヶ丘11号 大和市 名称無し 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 高座渋谷15号 神奈川県 県道42号藤沢座間厚木 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 藤沢本町1号 藤沢市 市道藤沢312号 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 本鵠沼1号 藤沢市 市道鵠沼344号 小田急電鉄 江ノ島線 ○
神奈川県 産業道路第1踏切道 川崎市 主要地方道2号東京大師横浜 京浜急行電鉄 大師線 ○
神奈川県 神武寺第3踏切道 神奈川県 県道24号横須賀逗子 京浜急行電鉄 逗子線 ○
神奈川県 北久里浜第3踏切道 横須賀市 市道5020号 京浜急行電鉄 久里浜線 ○
神奈川県 妙蓮寺1号 神奈川県横浜市 市道 東京急行電鉄 東横線 ○
神奈川県 二俣川1号 横浜市 市道希望ケ丘572号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 三ツ境5号 横浜市 市道瀬谷6号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 相模大塚2号 大和市 下鶴間桜森線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 相模大塚3号 海老名市 市道5号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 さがみ野1号 海老名市 市道26号線 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 さがみ野2号 神奈川県 県道42号藤沢座間厚木 相模鉄道 本線 ○
神奈川県 かしわ台1号 神奈川県 県道407号杉久保座間 相模鉄道 本線 ○
長野県 第３甲州街道 国土交通省 国道２０号 東日本旅客鉄道 中央本線 ○
新潟県 殿町 長岡市 市道　東幹線30号 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 紫竹 新潟市 市道　東4－66号線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
岐阜県 深沼 岐阜県 （一）岐阜岐南線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
岐阜県 第3犬山街道 岐阜県 （主）春日井各務原線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
岐阜県 木曽川堤２号 笠松町 町道　東金池町港町1号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 笠松7ロ号 岐南町 町道　517号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 岐南6号 岐阜県 （主）岐阜環状線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 茶所1号 岐阜県 （一）岐阜那加線181 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
岐阜県 岐阜7号 岐阜県 （主）岐阜南濃線 名古屋鉄道 各務原線 ○
岐阜県 鵜沼宿9号 岐阜県 （主）春日井各務原線 名古屋鉄道 各務原線 ○
静岡県 箱根裏街道 沼津市 市道0267号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 原 静岡県 県道東柏原沼津線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 波　止　場 静岡市 巴町島崎町線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 浜　　田 静岡市 袖師村松線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 追　　分 静岡市 平川地旧東海道1号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 長　崎　道 静岡市 一里山長崎1号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 中　吉　田 静岡市 中吉田国道線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 田沼街道 藤枝市 市道3地区359号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 島田吉永 静岡県 県道島田大井川線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 川崎街道 静岡県 県道島田吉田線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 石　　原 静岡県 県道磐田竜洋線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 鷹匠第2 静岡市 鷹匠一丁目栄町線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 日吉町 静岡市 静岡環状線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 長沼第7 静岡市 山脇大谷線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 七ツ新屋第2 静岡市 一里山長崎1号線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 追分 静岡市 平川地旧東海道1号線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
静岡県 広小路 静岡県 沼津三島線 伊豆箱根鉄道 駿豆線 ○
愛知県 日下部 愛知県 県道　大里停車場清洲線 日本貨物鉄道 東海道支線 ○
愛知県 大垣街道 愛知県 県道　尾西清洲線 日本貨物鉄道 東海道支線 ○
愛知県 南乾地 岡崎市 市道　羽根東ノ郷2号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 岡崎街道 愛知県 県道　岡崎西尾線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 矢作天神 愛知県 県道　岡崎環状線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 東稲荷 安城市 市道　明治本安城線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 第1西尾街道 安城市 市道　明治本御幸本線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 第3中根 安城市 市道　美園・緑線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 刈谷街道 刈谷市 市道2－217号線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 日下部 愛知県 県道　大里停車場清洲線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 大垣街道 愛知県 県道　尾西清洲線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 妙興寺 愛知県 県道　一宮西中野線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 黒田道 愛知県 県道　江南木曽川線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 岐阜街道 愛知県 県道　光明寺木曽川停車場線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
愛知県 姫街道 愛知県 県道　国府馬場線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
愛知県 桜5号 名古屋市 （市）宮崎通線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 鳴海8号 名古屋市 （県）諸輪名古屋線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 鳴海3号 名古屋市 （市）鳴海作町第1号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 鳴海1号 名古屋市 （県）鳴海停車場線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新清洲1号 清須市 （市道）西清須上条線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 左京山2号 名古屋市 （市）鳴子団地大高線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 左京山1号 名古屋市 （市）鳴海町第200号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新清洲9号 愛知県 県道　名古屋祖父江線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 有松4号 名古屋市 （県）緑瑞穂線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新清洲14号 愛知県 県道　大里停車場清洲線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 有松1号 名古屋市 （県）新田名古屋線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 奥田5号 稲沢市 市道　00－016号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 奥田13号 稲沢市 市道　00－007号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 国府宮4号 稲沢市 市道　00－043号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 知立2号 知立市 （市）宝町上重原線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 牛田6号（東知立1号） 愛知県 （国）419号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 牛田4号 愛知県 （県）安城八ツ田知立線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新安城10号 知立市 （市）牛田町20号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 新木曽川1号 愛知県 県道　江南木曽川線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 黒田1号 一宮市 市道　105号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 黒田9号 愛知県 県道　里小牧北方江南線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
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愛知県 宇頭12号 愛知県 （県）豊田安城線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 宇頭4号 愛知県 （県）安城桜井線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 矢作橋10号 岡崎市 （市）宇頭別郷線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 矢作橋3号 愛知県 県道　岡崎半田線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 岡崎公園前4号 岡崎市 （市）東洋紡績南北11号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 男川7号 岡崎市 （市）明大寺戸崎線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 男川5号 岡崎市 （市）竜美丘4号線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 美合1号 愛知県 県道　本郷美合停車場線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 桜2号 名古屋市 （市）東海橋線 名古屋鉄道 名古屋本線 ○
愛知県 南加木屋1イ号 東海市 市道　三ツ池線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 住吉町1号 愛知県 （国）247号線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 成岩6号 愛知県 （国）247号線 名古屋鉄道 河和線 ○
愛知県 矢田6号 名古屋市 県道　関田名古屋線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 小幡5号 名古屋市 県道　名古屋瀬戸線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 印場1号 愛知県 （県道）篠木尾張旭線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 尾張旭12号 愛知県 （県道）春日井長久手線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 水野1号 瀬戸市 （市道）效範山手線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 新瀬戸1ロ号 瀬戸市 （市道）共栄追分線 名古屋鉄道 瀬戸線 ○
愛知県 西春5号 北名古屋市 (市）E4号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 徳重1号 愛知県 （県道）名古屋豊山稲沢線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 大山寺5号 岩倉市 市道　南８８８号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 岩倉1号 愛知県 県道　浅野羽根岩倉線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 岩倉14号 愛知県 国道　155号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 石仏7号 愛知県 県道　小折一宮線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 石仏13号 愛知県 国道　155号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 布袋1号 江南市 （市)味岡線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 布袋5号 江南市 （市）宮田木賀3号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 江南5号 江南市 （市)東部第684号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 江南18号 扶桑町 町道江南扶桑線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 柏森9号 愛知県 県道　斉藤羽黒線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 柏森15号 愛知県 県道　草井羽黒線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 木津用水12号 犬山市 市道　犬山210号線 名古屋鉄道 犬山線 ○
愛知県 戸田第13号 名古屋市 県道名古屋第二環状線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
愛知県 関田 愛知県 県道春日井長久手線 東海旅客鉄道 中央本線 ○
三重県 員弁街道 三重県 国道　421号　桑名　四日市線 東海旅客鉄道 関西本線 ○
三重県 公園前 津市 市道　栄町広明町第1号線 東海旅客鉄道 紀勢本線 ○
三重県 津新町 三重県 国道　163号 東海旅客鉄道 紀勢本線 ○
三重県 大口 三重県 県道　松阪久居線 東海旅客鉄道 紀勢本線 ○
三重県 奥新町 伊勢市 市道　八日市場高向線 東海旅客鉄道 参宮線 ○
三重県 一之木 伊勢市 市道　藤社御薗線 東海旅客鉄道 参宮線 ○
三重県 伊勢石橋第4号 三重県 県道　久居美杉線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
三重県 松ケ崎第13号 三重県 県道　松阪久居線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 東松阪第10号 三重県 県道　松阪第2環状線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 明星第16号 三重県 県道　東大淀小俣線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 小俣第15号 三重県 県道　伊勢松阪線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 宮町第2号 伊勢市 市道　八日市場高向線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 宮町第4号 伊勢市 市道　一ノ木大世古3号線 近畿日本鉄道 山田線 ○
三重県 桃園第10号 三重県 県道　上浜高茶屋久居線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 南が丘第1号 三重県 県道　家所阿漕停車場線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 津新町第1号 三重県 国道　163号 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 津新町第7号 津市 市道　栄町広明町第1号線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 四日市第３号 三重県 国道４７７号 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 四日市第４号 三重県 国道３６５号 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 富田第1号 三重県 県道　四日市鈴鹿環状線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 富田第3号 三重県 県道　四日市多度線 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
三重県 益生第1号 三重県 国道421号 近畿日本鉄道 名古屋線 ○
福井県 宝永 福井市 東部2－7号線 えちぜん鉄道 勝山永平寺線 ○
滋賀県 八幡街道 近江八幡市 市道上田出町線　　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 日吉野 近江八幡市 市道中小森鷹飼線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 下笠道 滋賀県 県道下笠大路井線　　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 松原 滋賀県 県道石山停車場線 京阪電気鉄道 石山坂本線（軌） ○
滋賀県 石山駅前 大津市 幹1047 京阪電気鉄道 石山坂本線（軌） ○
滋賀県 膳所駅前 大津市 幹1044 京阪電気鉄道 石山坂本線（軌） ○
滋賀県 文化館前 大津市 幹1042 京阪電気鉄道 石山坂本線（軌） ○
京都府 第二宇治 京都府 宇治淀線　　　　　　　 西日本旅客鉄道 奈良線 ○
京都府 篠尾 福知山市 福知山停車場奥榎原線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
京都府 向島第3号 宇治市 堀地南落合線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 向島第4号 宇治市 小倉安田線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 向島第5号 宇治市 神楽田南浦線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 小倉1号 京都府 八幡宇治線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 伊勢田第1号 宇治市 南山蔭田線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 久津川1号 京都府 八幡城陽線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 寺田1号 京都府 内里城陽線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 新田辺第1号 京田辺市 草内薪線 近畿日本鉄道 京都線 ○
京都府 淀 京都市 淀187号線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 池上 京都市 一般府道　淀停車場線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 大阪町 京都市 油掛通 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 大手筋 京都市 主要府道　大津淀線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 毛利橋 京都市 毛利橋通 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 墨染 京都市 墨染町通 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 藤森 京都市 六地蔵竹田線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 伏見稲荷 京都市 一般府道　稲荷停車場線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 二の橋 京都市 一般府道　四ノ宮四ツ塚線 京阪電気鉄道 京阪本線 ○
京都府 木幡 宇治市 大瀬戸熊小路線 京阪電気鉄道 宇治線 ○
京都府 三室戸 宇治市 莵道志津川線 京阪電気鉄道 宇治線 ○
京都府 山科駅前 京都市 再開発地内 京阪電気鉄道 京津線（軌） ○
京都府 天神通 京都府 開田長岡京停車場線 阪急電鉄 京都本線 ○
京都府 長岡 京都府 伏見柳谷高槻線 阪急電鉄 京都本線 ○
京都府 東向日南 京都府 向日町停車場線 阪急電鉄 京都本線 ○
京都府 川岡 京都市 一般府道沓掛西大路五条線 阪急電鉄 京都本線 ○
京都府 豆田第1 京都市 桂緯110号線 阪急電鉄 京都本線 ○
京都府 出町柳10号 京都市 京都環状線（東大路） 叡山電鉄 叡山本線 ○
京都府 茶山2号 京都市 高野修学院山端線 叡山電鉄 叡山本線 ○
京都府 修学院1号 京都市 北山通 叡山電鉄 叡山本線 ○
大阪府 檜尾川 大阪府 安満前島線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
大阪府 太平寺 柏原市 古町太平寺線　　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 西一番 大阪府 柏原停車場大県線　　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 第二下市村 柏原市 本郷平野線 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 渋川 八尾市 竜華第166号　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 鞍作 大阪市 加美第57号線　　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 西沢 大阪市 加美第12号線　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 泥堂 大阪市 平野守口線　　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
大阪府 磐船街道 大阪府 国道168号　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 南野 大阪府 大東四條畷線　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
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大阪府 観音道 大東市　 野崎深野線 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 外島 東大阪市 楠根北6号線　　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 稲田 大阪府 八尾茨木線　　　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 放出街道 大阪市 平野守口線　　　　　 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 新喜多 大阪市 上新庄生野線 西日本旅客鉄道 片町線 ○
大阪府 上野芝北二 堺市 堺かつらぎ線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 上野芝南一 堺市 上野芝3号線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 富木北 高石市 取石１０４号線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 高石街道 高石市 取石中央線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 第二新家 大阪府 信太高石線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 北信太南一 和泉市　 北信太高石線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 第二八坂 和泉市　 富秋幸線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 和泉府中北一 和泉市　 府中阪本線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 和泉府中南一 和泉市　 肥子町1号線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 和泉府中南二 大阪府 富田林泉大津線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 久米田北三 大阪府 田治米忠岡線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 久米田北一 大阪府 春木大町線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 久米田南二 岸和田市 久米田東西線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 東岸和田北一 岸和田市 作才土生1号線　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 東岸和田南一 大阪府 岸和田港塔原線　　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 東貝塚南一 貝塚市　 海塚半田線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 和泉橋本南二 貝塚市　 近義日根野線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 新家南一 大阪府 大阪和泉泉南線　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 和泉砂川南二 大阪府 泉佐野岩出線　　　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 弥刀第1号 東大阪市 長瀬東51号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 法善寺第1号 柏原市 本郷平野線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 法善寺第4号 大阪府 柏原停車場大県線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
大阪府 八戸ノ里第3号 東大阪市 菱江若江線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 若江岩田第1号 大阪府 (主要地方道)八尾枚方線側道 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 若江岩田第2号 東大阪市 花園中央線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 若江岩田第3号 大阪府 (主要地方道)八尾茨木線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 花園第3号 東大阪市 英田中央線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 瓢箪山第1号 大阪府 旧国道170号 近畿日本鉄道 奈良線 ○
大阪府 矢田第8号 松原市 天美東26号線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 天美第1号 松原市 天美南16号線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 布忍第1号 松原市 我堂一津屋線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 高見ノ里第3号 松原市 三宅上田線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 恵我ノ荘第1号 大阪府 郡戸大堀線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 恵我ノ荘第4号 大阪府 島泉伊賀線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 藤井寺第1号 藤井寺市 城山野中線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
大阪府 石津川8号 堺市 浜寺諏訪森船尾線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 諏訪ノ森3号 堺市 浜寺諏訪森西浜寺元町1号線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 浜寺公園1号 堺市 大阪高石線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 羽衣10号 大阪府 信太高石線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 高石1号 高石市 高石・大園線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 高石7号 泉大津市 助松・千原線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 松ノ浜2号 泉大津市 泉大津中央線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 松ノ浜3号 泉大津市 仙台通 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 泉大津1号 泉大津市 泉大津・府中線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 泉大津2号 大阪府 富田林泉大津線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 忠岡1号 大阪府 田治米忠岡線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 春木1号 岸和田市 春木若松荒木線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 和泉大宮1号 岸和田市 久米田東西線　　　　 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 蛸地蔵7号 大阪府 貝塚停車場線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 沢ノ町1号 大阪市 住吉区第1385号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 我孫子前1号 大阪市 住吉八尾線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 浅香山3号 堺市 大堀堺線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 初芝1号 堺市 西鳳東線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 萩原天神10号 堺市 泉大津美原線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 大阪狭山市1号 大阪狭山市 狭山岩室線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 金剛1号 大阪狭山市 廿山高蔵寺線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 能勢街道 大阪市 淀川区第311-20号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 南村 吹田市 岸部中正雀川線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 正音寺 大阪府 正雀停車場線・正雀一津屋線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 坪井 摂津市 千里丘南千里丘線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 産業道路 摂津市 千里丘三島線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 乙の辻 摂津市 香露園2号線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 千里丘 大阪府 沢良宜東千里丘停車場線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 富田東 大阪府 摂津富田停車場線 阪急電鉄 京都本線 ○
大阪府 国次 大阪市 東淀川区第841号線 阪急電鉄 千里線 ○
大阪府 千里北陽 大阪市 東淀川区第698号線 阪急電鉄 千里線 ○
大阪府 吹田街道 大阪府 豊中吹田線 阪急電鉄 千里線 ○
大阪府 文化 吹田市 佐竹千里山駅線 阪急電鉄 千里線 ○
大阪府 高槻街道 大阪市 東淀川区第311-4号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 庄本 大阪府 庄本牛立線 阪急電鉄 神戸本線 ○
大阪府 松虫3号 大阪市 木津川平野線 阪堺電気軌道 上町線（軌） ○
兵庫県 東七ツ松 尼崎市 橘区画第66号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 大師 西宮市 幹第21の2号線　　　 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
兵庫県 板額 明石市　 大久保16号線　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 野路東 明石市　 魚住6号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 山の神第二 明石市　 魚住19号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 猪之方谷第1 明石市　 魚住25号線　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 長ヶ林東 兵庫県 本荘　　　　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 一の坪 兵庫県 飾東宝殿停車場線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 棚田 兵庫県 田寺．今在家　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 雉子落 姫路市 勝原90号　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 茶ノ木 兵庫県 太子、御津　　　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 前畑 兵庫県 大阪・伊丹線　　　　 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 北村 国土交通省 旧国道171号線　　 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 学校前 宝塚市 川面宝塚線　　　　 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 宝塚 宝塚市 清荒神・宝塚停車場線 西日本旅客鉄道 福知山線 ○
兵庫県 東富松 尼崎市 辰巳台水引線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 上瓦林 西宮市 瓦第87号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 車庫横 西宮市 幹第7号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 昭和園道 西宮市 幹第12号線 阪急電鉄 神戸本線 ○
兵庫県 門戸道 西宮市 甲第30号線 阪急電鉄 今津線 ○
兵庫県 甲風園第1 西宮市 瓦第194号線 阪急電鉄 今津線 ○
兵庫県 別当橋 兵庫県 東富松・御願塚線 阪急電鉄 伊丹線 ○
兵庫県 新伊丹 伊丹市 美鈴町南本町線 阪急電鉄 伊丹線 ○
兵庫県 苦楽園口 西宮市 西第658号線 阪急電鉄 甲陽線 ○
兵庫県 売布 宝塚市 第3737号線 阪急電鉄 宝塚本線 ○
兵庫県 芦屋駅 兵庫県 奥山精道線 阪神電気鉄道 本線 ○
兵庫県 天井川東 神戸市 県道神戸明石線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 離宮道 神戸市 県道神戸加古川姫路線 山陽電気鉄道 本線 ○
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兵庫県 岩端 兵庫県 250号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 飾磨 姫路市 飾磨194号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 市役所北通 姫路市 幹第7号線 山陽電気鉄道 本線 ○
兵庫県 手柄 姫路市 手柄104号線 山陽電気鉄道 本線 ○
奈良県 一条通 奈良県 主要地方道奈良加茂線 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
奈良県 三条通 奈良市 中部第647号線 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
奈良県 王寺 奈良県 王寺椿井線　　　　　 西日本旅客鉄道 関西本線 ○
奈良県 二上第9号 国土交通省 国道165号 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 二上第10号 奈良県 国道168号 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 下田第5号 香芝市 10－183号線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 築山第7号 奈良県 河合大和高田線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 高田第2号 国土交通省 国道165号 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 高田第4号 奈良県 (主要地方道)大和高田桜井線 近畿日本鉄道 大阪線 ○
奈良県 西大寺第2号 奈良市 大極線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
奈良県 西大寺第4号 奈良市 北部第500号線 近畿日本鉄道 奈良線 ○
奈良県 九条第9号 奈良県 (主要地方道)奈良大和郡山斑鳩線 近畿日本鉄道 橿原線 ○
奈良県 九条第12号 奈良県 大和郡山上三橋線 近畿日本鉄道 橿原線 ○
奈良県 郡山第10号 奈良県 大和郡山環状線 近畿日本鉄道 橿原線 ○
奈良県 石見第11号 奈良県 田原本停車場線 近畿日本鉄道 橿原線 ○
奈良県 前栽第3号 天理市 田櫟本線 近畿日本鉄道 天理線 ○
奈良県 尺土第10号 奈良県 河合大和高田線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
奈良県 浮孔第2号 奈良県 (主要地方道)橿原高取線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
奈良県 橿原神宮西口第4号 奈良県 戸毛久米線 近畿日本鉄道 南大阪線 ○
奈良県 平城第1号 奈良県 (主要地方道)奈良精華線 近畿日本鉄道 京都線 ○
奈良県 平城第3号 奈良県 谷田奈良線 近畿日本鉄道 京都線 ○
和歌山県 和歌山南一番 和歌山市 市道宮２１号線　　　 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
和歌山県 紀の川 和歌山県 県道小豆島船所線　　 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
和歌山県 孝子17号 和歌山県 紀ノ川停車場線 南海電気鉄道 南海本線 ○
岡山県 北方第一 岡山市　 市道伊島町南方線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
岡山県 寿町 岡山県　 主要地方道倉敷清音線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 松永西 広島県　 主要地方道松永線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 青崎第10 府中町　 町道青崎桃山線　　　 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 高須 広島市　 市道西4区34号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 鈴ケ峰 広島市　 市道西5区57号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 蟹原第2 広島市　 県道五日市停車場線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 古江 広島市 市道西4区51号線 広島電鉄 宮島線 ○
徳島県 花畑 徳島県 （主）徳島鴨島線　30号線 四国旅客鉄道 高徳線 ○
香川県 本町 高松市 魚屋町栗林線 高松琴平電気鉄道 琴平線 ○
香川県 福田町第四 国土交通省 国道11号 高松琴平電気鉄道 琴平線 ○
愛媛県 南江戸町 松山市 新玉１１号線 四国旅客鉄道 予讃線 ○
愛媛県 宮西町 松山市 味酒65号 伊予鉄道 高浜線 ○
愛媛県 千舟町第3 国土交通省 国道56号 伊予鉄道 高浜線 ○
愛媛県 萱町6丁目北 愛媛県 (一)六軒家石手線　187号線 伊予鉄道 城北線 ○
愛媛県 本町 国土交通省 国道196号 伊予鉄道 城北線 ○
愛媛県 護国神社通 松山市 鮒屋町護国神社前線 伊予鉄道 城北線 ○
高知県 相生町 高知県 県道249号後免中島高知線 四国旅客鉄道 土讃線 ○
高知県 葛島西 国土交通省 国道32号 土佐電気鉄道 後免線（軌） ○
福岡県 有明町　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 一般国道389号 日本貨物鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 菰野　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 県道534号清滝古賀線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 新宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　新宮町 町道須川～卯戸線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 下和白　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 市道　和白東2680号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 唐原　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 市道　下原唐原 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 勅使社道　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 主要地方道　福岡東環状線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 水谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 県道　町川原福岡線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 名島　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 県道　多田羅名島線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 平和町2号　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 県道　東光寺竹下春吉線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 五十川1号　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 県道　山田中原福岡線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 牟田町2号　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 県道　板付牛頸筑紫野線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 原の中　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 市道　井尻984号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 昭南　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市 市道　元町昭南町線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 天田　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日市 市道第165号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 辻田　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野城市 市道下大利南ヶ丘線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 久郎利　　　　　　　　　　　　　　　　　太宰府市 市道関屋・向佐野線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 山口　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 県道137号基山停車場平等寺筑紫野線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 白口　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 主要地方道89号瀬高久留米線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 銀水県道　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田市 市道高辻南友線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 長溝川　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 県道786号手鎌三池線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 有明町　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県 一般国道389号 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 若杉　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市 市道富士見城野1号線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
福岡県 国道　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市 国道199号線 九州旅客鉄道 筑豊本線 ○
福岡県 大橋7号 福岡市 県道　山田中原福岡線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 井尻1号 福岡市 県道　板付牛頸筑紫野線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 井尻2号 福岡市 市道　井尻1008号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 井尻7号 福岡市 市道　三筑1680号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 雑餉隈1号 福岡市 市道　麦野1531号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 雑餉隈2号 福岡市 県道　南福岡停車場線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 雑餉隈3号 福岡市 主要地方道　大野城二丈線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 雑餉隈5号 福岡市 市道　春町昭南線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 春日原1号 春日市 市道第112号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 春日原2号 大野城市 市道乙金・曙町線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 春日原3号 大野城市 市道曙町・瑞穂町線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 白木原1号 大野城市 市道上大利・白木原線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 白木原3号 大野城市 市道白木原・水城駅線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 下大利1号 大野城市 下大利1726号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 二日市1号 福岡県 主要地方道35号筑紫野古賀線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 二日市17号 福岡県 県道112号福岡日田線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
福岡県 小郡1号 福岡県 一般国道500号線 西日本鉄道 天神大牟田線 ○
佐賀県 幡崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀県 一般県道鳥栖田代線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
長崎県 梁川橋　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県 県道長崎式見港線 九州旅客鉄道 長崎本線 ○
大分県 草場町　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市 市道末広・南春日線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
大分県 大道通り　　　　　　　　　　　　　　　　大分市 市道末広・明磧線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
大分県 上野　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市 市道金池・上野丘線 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 宮田通り 鹿児島県鹿児島市 市道都通踏切線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
鹿児島県 笹貫5号踏切道 鹿児島県 県道20号線 鹿児島市（交通局） 谷山線（軌） ○
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