
|

④ ■ltt d号 = 社利到 斗刻 1 祖オ 仝社 嘔4♀ , 1969～1970 咀早司

1975～1976嘔外パ鋼 6嘔を 36.4耐→14.1ぽ二 5讐到 2二 詈を■Ol,号■ ■斗
Elは=Oll llせ仝詈 フ1せ。1詈せ 1979嘔 。1手 1987～1988嘔 ″トパ 10Jを ,15.

6ポ→8.3ポ三 彎 2暑ヨ 1三 を仝■ユ 鍬■七 択.==せ キ 銀■.

子刻 /。l斗鋼 電二■ 仝詈 召=ヨ ♀早到 ■■,斗刻 ld=仝 型 嘔召到 を仝 ■■・ll署

対。1暑i01与 択。1可三■刻LIEl■ユ 叙■ユ せせキ 銀■.

子ユ子 嘲斗d号詈 斗刻到 宥♀,ldオ 仝社 嘔召到 脊仝讐 斗刻到 乙フ1せd,え フ1仝斗,

・ll早引 利■,■軒 子コ 号ヨ せ斗 嘲型斗 仝せ ■=斗ヨ 子調 嘔 社斗斗ユ 」4ヨパせ,

仝詈 嘲骨詈斗せ仝詈 Ilは詈ヨ脊仝今三対。1到パユ嘔,対=斗川■■社口1ヨ社列(寺,“斗刻ヨ

乙ノl せd")オ l dオ 仝d 嘔召ヨ 脊仝・ll パ召劉Oマ 署 i斗外 銀ユul, ■暑 IIl弓書

■列■嘔バババきl itt LIEl■l敷嗜ユ暑キオ 鍬El.

二■,仝せ嗜到 仝詈 フ1せ子三 早Oll三斗川 ldオ 仝d嘔 召。|バ州司 を仝司 ♀ 沢書

1965ん1975嘔■●l1/。lゴトさえ「玲フト舌咽電ヨ召増=讐I男讐えF肇割 ロトき。1豊。卜1,予利 /。l斗日

i斗オ 千そ■刻 LIEl■ュ 叙ユul,子三 ■剌4咀 。1♀Ollバ・l早せ劉Oll習ユリr_フト。l=ヨヒ

択。1せ嗜Xlセ号,嘲を到せ咀斗オ坦朝ヨ銀フ1可岳。14ユ三 褪4毬El.

子オ■Ol,“冽子=。 1到到 口1号■ =三 せ斗 Il骨詈"Oll I同月七,1990J濯 早El立司J

子71ヨOl,コ]・ll七1975咀■9牛 そ4月 ヨ詈。}敷 EI.。1毅書 。1を三●ll=を。l■■ユ71

二■ヨOl ttOl,司暑 号J。 |キIl電斗刻71せ型■刻 ヨ銀ア1嘲モ。lul,。1嘔そ旱ヨせ督バ社到

川司オ司晉ヨ濯刈付■=鋼 9■=中 }詈舎司騨 IXlユ叙讐沢斗早書き‐ 叙■.

(3)重}利100覆け 人‖」天}キ到 季01

■斗せ社El型そ■暑鵡 錢号召♀咀電。|■型剌詈斗川三十Elパヲ1七択。l■.1011バ

咀詈■■斗咽ヨ/。l斗ヨニ斗詈沼子■ノ1翻司バヒス}■対せ翻詈到子。l詈暑理■外銀■

ユ瑠7=d詈 =三電三暑斗川100dオ ス}■4キ ヨ手。|(Olアl・ll月七理到召。マ“スlミヘ

せ翻詈"。1■■)01■.。1ユ望ユニ早J。}嘲針を書項=せ キ銀■

① “」毯 哄 d三 仝 ="♀  1968～1970 咀■ 斗刈 バコ ス}■対 せ」詈。1

11.7可/100d全 ニ フ}を翻電電。1最書 =三銀パせ,ユ 早 パ今召ユニ 71社ヨOl

ヨそOllヒ1.1■/100d2三 オ入1到loせ鋼 1。l■オ ヨ鍼■.

161日副 包暑鋼 子嘲斗川 ・ll■・ll tl■電■・・l刀 鋼



②  “Olせ 喫 二理"三 1968～ 1982 咀沼到セ ス}■対  せ翻暑。l  ul♀

釜兌じ芍せ(1968～1970 咆 9.8 ■/100 d), 干嗅■刻 フ1社ヨOl 司モOll七

1.8■/100dユ 三 =ス1到5讐ヨ 1。l■オ ヨ鍼■.

③ “暑パ 喫 ■dス1電"=斗 刻到 せ」 dキ /1召 フ1 嘲モ咀パ(=刻71● 口1ヨパ 管ア1

嘲モ咀月),1968～1974u● llヒス}■対 せ■=。10。 1バせ,1975嘔 。1早,斗刻・ll

ヨせ ス}■■71刻はヨ咀,4.6～4.8可/100d摺 三到 六}■対 せ」暑三 子。1■ユ 銀■.

企■子剋  斗川到  督■ユ三  1987～ 1990  嘔ヨ  六円 対  せ型暑O†

=そ ■ユ(8.1電/100d)鎖 パ■,司モ・ll七1.4■/10042二 川祖。1型可ヨユ 銀■.

④ “冽子=d詈 "(子■)_°lス}■4せ 」暑=せ 斗 対替対詈 利到せ =刻二 1979嘔
。1手刻今 5～7」/100d■ 三二 子。1ヨユ 銀ユul,冽到 71ttElパ管繁■.

⑤ 。1骨ヨ 嘲1オパ =二七 ユ旱 司君 バ電。lJ,斗 冽Ollヒ■暑 =三 〇ll口1到六}せ対日

せ」暑。l 付せき1 普餓パせ,子 嘲=刈 鋼■ユ 手嗅せ 71dO1 4可 ヨOl,司晉到七
El暑=三 斗 口lユ・l三冽ヨ 舎州。l観ヒ キそ。1ヨ銀■.

⑥ ■暑 引君 ス1電到 71社Ol手嗅■フl嘲モ到,斗刻オ せ」双=■ ♀鋼 鋼電■(ス}せ対

せ翻暑)。1 フ}を 豊書 =三七 電川 “子嘲"。1・l,ユ 翻可電書 ■岳 引君 ス1社鋼
4～5嘲■三71■■.

② TZl君バ電 91翻=三 鋼 d詈 =1965咀 沼Oll七ス}せ対到 せ翻詈。11電 /100d音 瑠ヒ

沢三 銀鍼パせ,1975嘔 。1早七 71d01祖可ヨOl,司子Oll七“号■ =三 "詈 利鋼■嘔
Ill嗜0.5」/100だ 。1■到 キそ。1ヨ鍼■.

③ 
“号■ =三 "ヒ 1986 咀 。ldOllヒユ■バ Ill。lElフ}瑠 口1ヨOl 叙パ 曾策ヒEll,

司晉Oll三スト■4せ 翻暑。1 2～3電 /100dユ ニ 子司 。1翻Oll州ヒ 71を 翻電翻。1

缶。}バユ 銀2・l,ス}■■ せ」=。1骨舎 濯著。1■.

162日目 魁暑q子 響斗列 .ll■・ll Ell■■■■ ■刹



ス
キ31おd) ■7子■4詈=二嘔ユ暑斗川100dオ 料を■キ (■斗外せ対王■)

飲食店・待合  物販店舗  旅館・ホテル 病院・診療所等 福祉・保健施設  複合用途  事務所・官公署   住居

呂召召/EI甘  せ口‖召王  04■ /重型 客3/重電  号天1/星覆人|」 号書=二  人1早型/=■月  刻李

ol骨■71せol,せ斗 増ヨヨ 摺口1針/1フ1到フト乙:彗千ヒ を 篭:到qレd嘲 調 社ス1与“スト■スト

せ」口憧J手 訳せフ1社"。1斗七 ■嘲三 斗刈=刻到せ¶ヨユ 叙嗜ユ せせキ 銀■.

■■,せ斗 千刻鋼 /。l・斗オ d入1ヨパ 讐書 “子ヨ"Ollバ讐 71dOI祖 可ヨパ 管ユ,ユ 社斗

電川七“子嘲"。1斗刻到到せ咀」.・l可三オフ}せ釜==三 オヨ銀■.

王■, 鋼モOll七“■■ =ゴ ' dモ 錢 朴■対 せ憎 l 子響書 刻到■ ■暑 =ヨ

2～3 ul■ ■ュ 叙Ol,d子子 オ早ヲli斗 刻二 王嘔■■ そ仝 看斗子冽嘔可 斗刻到 翻電村

■乙オ。|口1斗刻ヨ=刻ユ ■■■ユ 叙■七 召Oll三♀鋼司。}■■.

只暑Ol,■暑 Ilせ詈到ス襲レ}オ千そ司そ仝司オヒ子到,“■■=三"d号 詈ヨ 軒刻Oll鋼せ

ス}せ対 社Elキオ 司モ召子■ユ 鍬■ヒ 召到三十ヨ司。}■■.

(4)重IN1 100 4は人‖」ストキ到 到≡■叫q日 1皿

。1斗を。l子嘲斗川Oll鋼せ ス}■対 せ翻=。l ul♀釜書 択書 All刻召■ユ 斗三 。1司■ユ

型今■■.

Ol眸ヨ達許d,刻t卜16ルЧ七者=副斗州コス悽レ} 舅ヽ:iOl斗月2≧』tレ±1.2～1.7電/100d07

子。1ヨユ 鍬Ol暑パヨ三ス1電子到スト■対 せ督詈■■■仝貴。IXlユ銀パ■(ユ瑠8),=三召

号■到バユ嘔■オせd■■ユ相4■■.

※刻子=二 q_ ヒ嗜斗4替 村詈利刹せキ封増

Z'68-'70

日'71-'74

口'75-'78

口'79-'82

日'33-'86

日'87-'90

日'91-'94

日'95-'98

■'99-'00

163田国 嘔暑q子 .斗川 .ll■・ll tH■電■3・I沼鋼



剋/1004 ユ瑠8刻 LI■qd詈 =三 電 斗刻 loO社オ ス}■4+q ttOl
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王■,口1号・ll劉ヒ 子ヨ斗刻Oll到せス}■4

d号詈斗刻ヨ=号■接。IEKュ瑠9).

ユ嘲9 子嘲 呑旱理 斗刻

口1号

せ型詈。10.5～1■/100d■ ▼マ 望暑 子■ 。|コ鋼

100社オ スト■4キ ヨ ロlユ(口1号―魃暑)

魁暑

日暑李Ч

=号 李叫

季引卦利 営冽|

・J_碁ヨ子嘲斗刻三==子 響日入}嗜対せ」暑。1豊書沢=,号乙二七せ斗千乙==子 ■到
スト■4せ 翻暑。l号乙 二七 せ斗子乙 せ号子副ヨス}せ癖 せ」こ斗 =望■ ■▼澤 ul♀缶ア1
141モ。lul,Ll斗子乙到 ==子 ヨ到ストせ対 せ姻詈=は ォき1貴。IXlユ銀■.。l沢=,社 対Oll七

164田副 魁喜_。l子叫斗川 ・ll■到 嘲■ 電■斗 濯q

困1986～ 1988

囲1989～ 1991

□ 1992～ 1994

□ 1995～ 1997

■ 1998～ 1999

当

魃 ヾ ミ(4‖1琥



朴=斗川をユ社Jレ}電列ヨOl銀パ 讐♀ 沼♀フ}]書 司せ司,手対・ll七電列ヨOl叙ヒ 沼♀71

■フ1嘲モ。1■ユ型4■rllユ瑠10).

ユ∃10子 至留三 暑 手馴 三卜天‖loo型け人}普天「今(1933」～1937嘔)

日号乙

圏■斗乙

□子■ll斗乙

□嘲●I乙

ロア1■

一般住宅

樫」季引

共同住宅

==季 Ч

併用住宅

き=李Ч

住宅系の合計

李Ч ]冽|

3留 豊釧 手叫 Utt EI響 釧 題」

(1)覆 暑召魁 手馴 」斗 EH到

魁暑到 子咽 せ斗 Ill調書 パフトス1 嘲可 軒刻71咀 せ■ユ 銀■ ・l睦メlEl 。1胡 司晉Oll

。1三フ1イス1,“子司到バ せせ。1咀そ子嘲Oll♀冽せ与ス}嘲Jちせ。lJ今 咀パオ叫=祖 利オ

せ■ 司J七 項 を書 六}嘲号 吟ヒ暉'七せ看Ollバ“オ■・llttqそ斗 オパ 嘲型"=子 摺ユ三

人1』ョOl敷■.

ユ 嘲■鋼電F摺=嗜 毛卜瑚♀ 沢書仝オ フ1せ。l・l,Vl咀篭K3理 1魁～7魁)斗フ惜(11週

9望 ～16 tD到“斗刻 到せ =="フ 1イ醍讐子劉ユニ,そ斗 ■司到 沼到咀音 電バ■■ =パ・ll,

4相 パqollバ子嘲 せ斗 Ill叫ヨ 上■♀針 せ嘔毬 ヽヽ 司 号=電 ス1司敷■.二■,オ■Oll

バヨ オ斗 嘲叫到子劉嘔子早子到斗列 Oll■ヨパ召。l■L■♀暑 フトニ月■斗せ刻 ヨ劉翻

165日目 魁暑到 子■斗川 Oll■・ll嘲■ ■■■ を翻




