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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、北海道知事の承認を得て、北海道が整備した数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 森林第264号

この地図は、北海道知事の承認を得て、北海道が整備した数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 森林第142号

この地図は、札幌市長の承認を得て、1/2,500札幌市現況図（DM）を使用し調製したものである。 札都計第556号

この地図は、札幌市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1札幌市現況図を使用し、調製したものである。 札都計第1116号

この地図は、札幌市長の承認を得て、同市発行の札幌市数値地形図データ（地図情報レベル2500）を使用し、調製したものである。 札都計第197号

この地図は、札幌市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1札幌現況図を使用し、調製したものである。 札都計第1259号

この地図は、札幌市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1札幌市現況図を使用し、調製したものである。 札都計第1961号

1204 旭川市 この地図は、旭川市長の承認を得て、同市発行の2千5百分の1旭川市都市計画基本図を使用し、調整したものである。 旭都指令第1-9号

1206 釧路市 この地図は、釧路市長の承認を得て、釧路市都市計画基本図数値地形図データを使用し調製したものである。 釧都計第90号

1207 帯広市 この地図は、帯広市長の承認を得て、市発行の2千5百分の1の現況図を使用し、調整したものである。 帯都計第257号

1208 北見市 この地図は、北見市長の承認を得て、北見市都市計画図を使用し調製したものである。 21北都計第34号

1211 網走市 この地図は、網走市長の承認を得て、網走市都市計画平面図を使用し調製したものである。 網都市第7号

1213 苫小牧市 この地図は、苫小牧市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 苫都承第1号

1218 赤平市 この地図は、赤平市長の承認を得て、赤平市都市計画基本図1/2,500を使用し調製したものである。 建管第194号

1225 滝川市 この地図は、滝川市長の承認を得て、滝川市都市計画図を使用し調製したものである。 滝土都第47号

1235 石狩市 この地図は、石狩市長の承認を得て、石狩市都市計画基本図を使用し調製したものである。 石建設第188号

1453 東神楽町 この地図は、東神楽町長の承認を得て、同町発行の2,500分の1の都市計画図を使用し、調整したものである。 東神建水第190号

1543 美幌町 この測量成果は、美幌町の承認を得て同町所管の測量成果を使用したものです。 美建設第30号

1601 日高町 この地図は、日高町長の承認を得て、日高町道路台帳統合・電子化数値地形図データを使用し調製したものである。 日建都発第6号

1610 新ひだか町 この地図の作成に当たっては、新ひだか町長の承認を得て、同町製作の地形図データ（地図情報レベル2500）を使用した。 新ひ建設第403号

1637 芽室町 この地図は、芽室町長の承認を得て、帯広圈現況図を使用し調製したものである。 建設都市第390号

1643 幕別町 この地図は、幕別町長の承認を得て、幕別町現況図1/2,500を使用し調製したものである。 幕都計第41号

2200 青森県 （県域） この地図は、青森県知事の承認を得て、青森県縮尺1/2500数値地形図を使用し調製したものである。 青都計第380号

                                                           基盤地図情報のご利用に当たって
　
　国土地理院において提供している基盤地図情報は、下記の地方公共団体等のご協力を得た上で、当該地方公共団体等が実施した測量成果（都市計画図など）を用いて整備を行っ
ておりますので、ご承知おきください。
　なお、他の測量成果についても併用しております。

1000 北海道 －

1100 札幌市
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

3000 （盛岡市）
（滝沢市）
（矢巾町）

この地図は、岩手県の承認を得て岩手県所有の盛岡広域都市計画図（1/2,500）を使用したものである。 岩手県指令都第8-5号

3201 盛岡市 この地図は、岩手県県土整備部長の承認を得て、盛岡広域都市計画図を使用し調製したものである。 岩手県指令都第8-7号

3202 宮古市 この地図は、宮古市長の承認を得て、写真地図（デジタルオルソ）データを使用し調整したものである。 税第400号

この地図は、花巻市長の承認を得て、1/2,500花巻市都市計画基本図を使用し調製したものである。 花巻市指令20都第240-3号

この地図は、花巻市長の承認を得て、花巻市都市計画基本図データを使用し調整したものである。 3花都政第177号

この地図は、紫波町長の承認を得て、紫波町都市計画図を使用し調製したものである。 紫波町指令第638号

この地図は、紫波町長の承認を得て、紫波町都市計画図を使用し調製したものである。 紫都第166号

4421 宮城県 大和町 この地図の作成に当たっては、大和町長の承認を得て、同町発行の大和町数値地形図データを使用した。 和まち第293号

この地図は、山形市長の承認を得て、山形市数値地形図データを使用し調製したものである。 都政第159号

この地図は、山形市長の承認を得て、同市都市計画図1/2,500を使用して作成したものである。 都政第18号

6211 東根市 この地図は、東根市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 東都整発第1号

7211 福島県 田村市 この地図は、田村市長の承認を得て同市所管の測量成果を使用し、調整したものである。 平27東公第31号

この地図は、水戸市長の承認を得て、水戸市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都計第189号

この地図は、水戸市長の承認を得て、水戸市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都計第393号

8203 土浦市 この地図は、土浦市長の承認を得て、同市発行の土浦市都市計画図を使用して調整したものです。 土都計発第182号

この地図は、つくば市長の承認を得て、つくば市都市計画基本図（仮称）を使用し調製したものである。 21つくば都計第52号

この地図は、つくば市長の承認を得て、つくば市都市計画基本図（仮称）を使用し調製したものである。 22つくば都計第165号

この地図は、鹿沼市長の承認を得て、粟野都市計画区域基本図を使用し調製したものである。 指令都第592号

この地図は、鹿沼市発行の1/2,500地形図を使用して調製したものである。 鹿沼市指令都第602号

この地図は、鹿沼市発行の1/2,500及び1/10,000地形図を使用して調製したものである。 鹿沼市指令都第289号

この地図は、小山市長の承認を得て、小山市都市計画図を使用し調製したものである。 小都第32号

この地図は、小山市長の承認を得て、小山市都市計画基本図数値地形図データを使用し調製したものである。 小都第43号

9216 下野市 この地図は、下野市長の承認を得て、下野市都市計画基本図数値地形図データを使用し、調製したものである。 下都第453号

10000 － この地図は、令和3年6月25日付けで群馬県知事の承認を得て、同県作成の森林基本図を使用し、調製したものである。 林第358-9号

この地図は、前橋市長の承認を得て、前橋市現形図　1/2500を使用し調製したものである。 前都第13号

この地図は、前橋市長の承認を得て、前橋市ＤＭデータファイル（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 前都第19号

この地図は、前橋市長の承認を得て、同市作成の前橋市地形図（地図情報レベル2,500）を使用し、調製したものである。 前都第21号

この地図は、高崎市長の承認を得て、高崎市都市計画基本図を使用し調製したものである。 第170-10号

この地図は、高崎市長の承認を得て、平成30年作成の高崎市都市計画基本図を使用し調整したものです。 第351-5号

10205 太田市 この地図は、太田市長の承認を得て、太田市地形図を使用し調製したものである。 都計第65号

10207 館林市 この地図は、館林市長の承認を受け、同市都市計画図白図1/2,500を使用したものである。 館市発第R030729号

10384 甘楽町 この地図は、甘楽町長の承認を得て、甘楽町数値地形図データ（地図情報レベル1000・2500）を使用し調製したものである。 甘企発第87号

10523 千代田町 この地図は、千代田町長の承認を得て、千代田町基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 千建水発第87号

岩手県

3205 花巻市

3321 紫波町

6201 山形県 山形市

8201 茨城県 水戸市

8220 つくば市

9205 栃木県 鹿沼市

9208 小山市

群馬県

10201 前橋市

10202 高崎市

2



行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

11100 さいたま市 この地図の作成にあたっては、さいたま市長の承認を得て、同市発行の地形図を使用したものです。 都都計都計第2875号

11201 川越市 この地図は、川越市長の承認を得て、平成28年3月作成の川越市都市計画基本図を使用したものである。 川都計収第19号

11202 熊谷市 この地図は、熊谷市長の承認を得て、熊谷市都市計画基本図を使用し調製したものである。 指令熊都測第1号

11215 狭山市 この地図は、狭山市長の承認を得て、狭山市都市計画基本図を使用し調製したものである。 狭都発第19号

11216 羽生市 この地図は、羽生市長の承認を得て、羽生市地形図1/2,500を使用し調製したものである。 羽都収第337号

この地図は、上尾市長の承認を得て同市発行の地形図を使用して調製したものです。 上都第20号

この地図は、上尾市長の承認を得て同市発行の地形図を使用して調製したものです。 上都第37号

この地図は、草加市長の承認を得て、草加市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 草住都第184-2号

この地図は草加市長の了承を得て、平成29年測量の草加市地形図1/2,500を使用して調整したものである。 草都第34号

11227 朝霞市 この地図は、朝霞市長の承認を得て、同市発行の朝霞市都市基本図を使用して作成したものである。 朝ま収第139号

11228 志木市 この地図は、志木市長の承認を得て、志木都市計画基本図(地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 志都第36号

11232 久喜市 この地図は、久喜市長の承認を得て、久喜市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 久都第101号

11235 富士見市 この地図は、富士見市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 富ま推第16号

11246 白岡市 この地図は、白岡市長の承認を得て同市発行の地形図を使用して調製したものです。 街第45号

11385 上里町 この地図は、上里町長の承認を得て、上里町数値地形図データ（地図情報レベル2500） を使用し調製したものである。 まち第269号

11464 杉戸町 この地図は、杉戸町長の承認を得て、杉戸町数値地形図空間データを使用し調製したものである。 杉第712号

12100 千葉市 この地図の作成にあたっては、千葉市長の承認を得て、同市の基本図を使用した。 31千都都第1868号

12203 市川市 この地図は、市川市長の承認を得て、市川市数値地形図空間データ（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 市川第20171018-0022号

この地図は、船橋市長の承認を得て、船橋市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 船都計第724号

この測量成果は、船橋市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して得たものである。 船都計第110号

この地図は、佐倉市長の承認を得て、佐倉市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 25佐計第122号

佐倉市長の承認を得て、平成28年度作成佐倉市基本図1/2,500を使用し、調整したものである。 29佐計第436号

12219 市原市 この地図は、市原市長の承認を得て、基本図を使用し調製したものである。 市ま第21号

この地図は、浦安市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 浦都計第260号

この地図は、浦安市長の承認を得て、浦安市都市計画基本図地理空間データを使用し調製したものである。 浦都計第720号

12228 四街道市 この地図は、四街道市長の承認を得て、四街道市数値地形図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都計第21号の5

12234 南房総市 この地図の作成に当たっては、南房総市長の承認を得て、同市発行の地形図を使用した。 南建第3189号

12236 香取市 この地図は、香取市長の承認を得て、香取市地図情報レベル2500数値地形図データを使用し調製したものである。 香都整第836号

12347 多古町 この地図は、多古町長の承認を得て、多古町地形図を使用したものである。 多都計第46号

13101 23区、御蔵島村、利島村、青ヶ島村 この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。 MMT利許第04-501号

13120 練馬区 この地図は、練馬区長の承認を得て、練馬区基本図を使用し調製したものである。 22練土管第176号

千葉県

12204 船橋市

12212 佐倉市

12227 浦安市

埼玉県

11219
上尾市

11221 草加市

東京都
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、横浜市長の承認を得て、1/2,500横浜市都市計画基本図を使用し調製したものである。 建都計第1010号

この地図は、横浜市長の承認を得て、1/2,500横浜市都市計画基本図を使用し調製したものである。 建都計第189号

この地図は、横浜市長の承認を得て、1/2,500横浜市都市計画基本図を使用し調整したものである。 建都計第60号

14130 川崎市 川崎市の承認を得て同市発行の都市計画基本図を使用したものです。 川崎市指令ま計第121号

14150 相模原市 この地図は、相模原市長の承認を得て、相模原市数値地形データを使用し調製したものである。 相模原市指令（都計）第5-8号

この地図は、平塚市長の承認を得て、1/2,500平塚市都市計画基本図を使用し調製したものである。 21平ま政第222号

この地図は、平塚市長の承認を得て、平塚市都市計画基本図数値地形図データを使用し調製したものである。 30平ま政第54号

14204 鎌倉市 この地図は、鎌倉市長の承認を得て、鎌倉市都市計画基本図数値地形データを使用し調製したものである。 鎌倉市指令都計第24号

14205 藤沢市 この地図は、藤沢市長の承認を得て、1/2500都市計画基本図（DMﾃﾞｰﾀ）を使用し調製したものである。

この地図は、小田原市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 小田原市指令第209号

この地図は、小田原市長の承認を得て、小田原市都市計画基本図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都計第68号

この地図は、小田原市長の承認を得て、小田原市都市計画基本図数値地形図データを使用したものである。 都計162号

14207 茅ヶ崎市 この地図は測量法の公共測量に関する規定に基づき茅ヶ崎市長の承認を得て同市所管の測量成果を使用して調製したものです。 28茅都計第136号

14210 三浦市 この地図は、三浦市長の承認を得て、三浦市都市計画基本図を使用し調製したものである。 三浦市指令計第11号

14212 厚木市 この地図（データ、ソフト）は、厚木市長の承認を得て、同市発行の縮尺2,500分の1地形図を使用し調製したものです。

この地図は、大和市長の承認を得て、大和市数値地形図データ（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 大和市指令第569号

この測量成果は、大和市長の使用承認を得て同市所管の測量成果を使用して得たものである。 大和市指令第722号

この地図は、綾瀬市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 綾都計第16号

この地図は、綾瀬市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 綾都第5号

14301 葉山町 葉山町の承認を得て、同町発行の葉山町都市計画基本図を使用したものです。 葉山町指令第9-2号

14321 寒川町 この地図は、寒川町長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 寒都第227号

14361 中井町 この地図は、中井町長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 21中ま第74号

14382 箱根町 この地図は、箱根町長の承認を得て、箱根町都市計画基本図データを使用し調製したものである。 箱都第509号

この地図は、新潟市長の承認を得て、1/2500地形図ﾃﾞｰﾀを使用し調製したものである。 新都第45号の2

この地図は、新潟市長の承認を得て、1/2500地形図ﾃﾞｰﾀ（北区）を使用し調製したものである。 新都第47号の2

この地図は、新潟市長の承認を得て、1/2500地形図データを使用し調製したものである。 新都第596号の2

この地図は、新潟市長の承認を得て、DM（都市計画）を使用し調製したものである。 新都第188号の2

この地図は、新潟市長の承認を得て、新潟市国土基本図データを使用し調製したものである。 新都第161号の2

この地図は、新潟市長の承認を得て、2,500分の1国土基本図 DMデータを使用し調製したものである。 新都第267号の2

この地図は、新潟市の承認を得て、新潟市発行の2千5百分の1地形図を使用したものである。 新都第71号の2

この地図は、新潟市の承認を得て、新潟市発行の2千5百分の1地形図を使用したものである。 新都第345号の2

この地図は、新潟市の承認を得て、新潟市発行の2千5百分の1地形図を使用したものである。 新都第561号の2

この地図は、新発田市長の承認を得て、新発田市地形図を使用し調製したものである。 都整第354号-2

この地図は、新発田市長の承認を得て、同市発行の数値地形図2500を複製したものである。 情政第126号-2

15211 見附市 この地図は、見附市長の承認を得て、見附市共用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ地形図を使用し調製したものである。 建第566号

この地図は、高岡市長の承認を得て、高岡市都市計画基本図1/2500全域を使用し調製したものである。 高岡市指令都計第376号

この地図は、高岡市長の承認を得て、同市発行の都市計画基本図（縮尺2,500分の1）を使用して、作製したものである。 高岡市指令都計第266号

14100 神奈川県 横浜市

14203 平塚市

14206 小田原市

14213 大和市

16202 富山県 高岡市

14218 綾瀬市

15100 新潟県 新潟市

15206 新発田市
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この資料は、金沢市長の承認（平成29年5月2日）を得て、同市都市計画基本図を使用したものである。 収都第81号

この平面図は、金沢市長の承認を得て、同市作成の基本図を使用したものである。 収情政第219号

この平面図は、金沢市長の承認を得て、同市作成の基本図を使用したものである。 収情政第239号

この地図は、七尾市長の承認を得て、七尾市都市計画図を使用し調製したものである。 収都建第686号

この地図は、七尾市長の承認を得て、同市発行の縮尺2,500分の1及び10,000分の1の七尾都市計画図を使用して作成したものである。 収土木第570号

17207 羽咋市 この地図は羽咋市長の承認を得て、羽咋市数値地形図データを使用して作成したものである。 発羽地第377号

17209 かほく市 この地図は、かほく市長の承認を得て、かほく市都市計画基本図を使用し調製したものである。 都第351号

17210 白山市 この地図は、白山市長の承認を得て、白山市都市計画基本図を使用し調製したものである。 都計第75号

17212 野々市市 この地図は野々市市長の承認を得て、同市作成の都市計画基本図（縮尺1/2,500）を使用して作成したものである。 都第242号

17361 津幡町 この地図は津幡町長の承認を得て、同町発刊の2,500分の1都市計画基本図を使用し、調製したものである。 津都建発第419号

17365 内灘町 この地図は、内灘町長の承認を得て、内灘町都市計画基本図を使用し調製したものである。 内都建第456号

この地図は、福井市長の承認を得て、福井市共用空間データを使用し調整したものである。 情第99号

この地図は、福井市長の承認を得て、福井市共用空間データを使用し調製したものである。 情発第194号

この地図は、福井市長の承認を得て、平成30年福井市航空写真データを使用し、調整したものである。 情第227号

この地図は、小浜市長の承認を得て、小浜市地図情報レベル2500数値地形図データを使用し調整したものである。 浜都整第662号

この地図は、小浜市長の承認を得て同市所管の測量成果を使用して調製したものです。 浜都整第726-2号

18205 大野市 この地図は、大野市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用し調整したものである。 建築第531号

19206 大月市 この地図は、大月市長の承認を得て、大月市基本図を使用し調製したものである。 大月市承認第4号

19207 韮崎市 この地図は、韮崎市長の承認を得て、韮崎市都市計画図（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 韮建収第234号の2

この地図は、松本市長の承認を得て、松本市作成の松本市基本図1／2,500を使用したものである。 平30松建政指令第508号

この地図は、松本市長の承認を得て、松本市作成の松本市基本図1/2,500を使用したものである。 松建政指令第246号

この地図は、千曲市発行の2,500分の1千曲市都市計画基本図を使用したものである。 都第106号

この地図は、千曲市発行の2,500分の1千曲市都市計画基本図を複製したものである。 都第289号

20220 安曇野市 この地図は、安曇野市長の承認を得て、安曇野市数値地形図データ(1/2,500)を使用し調整したものである。 1都第1001号

20323 御代田町 この地図は、御代田町長の承認を得て、御代田町都市計画基本図（1/2,500）を使用し調製したものである。 御発第3967号

この地図は、松川村長の承認を得て、松川村都市計画基本図を使用し調製したものである。 20松総第210号

この地図は、松川村長の承認を得て、松川村都市計画基本図（地図情報レベル2500）　松川村全図（地図情報レベル1000）を使用し調製したものである。 25松総第49号

この地図は、松川村長の承認を得て、同村所管の公共測量を使用し作成したものである。 30松総第23号

17201 石川県 金沢市

17202 七尾市

20202 長野県 松本市

20218 千曲市

20482 松川村

18201 福井県 福井市

18204 小浜市

山梨県
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、岐阜市長の承認を得て、岐阜市都市計画基本図を使用し調製したものである。 岐阜市建計第79号

この地図は、岐阜市長の承認を得て、岐阜市数値地形図データを使用し調整したものである。 岐阜市第20号

この地図は、岐阜市長の承認を得て、岐阜市都市計画基本図データを使用し調製したものである。 岐阜市第17号

21202 大垣市 この地図は、大垣市長の承認を得て、同市所管の地理空間データを使用したものである。 30都第235号の2

21203 高山市 この地図は、高山市長の承認を得て高山都市計画基本図を使用し作成したものである。 30都市第607号

21205 関市 この地図は関市の承諾を得て、関市作成の地図を使用したものである。 都第226号

21207 美濃市 この資料は、美濃市長の承認を得て同市の測量成果を使用したものである。 美都第221号

21208 瑞浪市 この地図は、瑞浪市長の承認を得て同市作成の1/2,500都市計画基本図を使用したものです。 瑞浪市指令190号の4

21209 羽島市 この地図は、羽島市の承認を得て同市保管の2,500分の1都市計画基本図を使用したものである。 都第14号

21213 各務原市 この地図は、各務原市長の承認を得て、各務原市都市計画基本図を使用し調製したものである。 28各都計第145号-2

21214 可児市 この地図は、可児市長の承認を得て同市所管の平成30年度都市計画基本図（1/2500）を使用して得たものである。 用第31号の2

21215 山県市 この地図は、山県市長の承認を得て、山県市都市計画基本図DMデータを使用し調製したものである。 山建第470号

21503 川辺町 この地図は、川辺町長の承認を得て、川辺町数値地形図データを使用し、調製したものである。 川辺町指令基第60号

この地図は、静岡市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 20静都都都計第524号

この地図は、静岡市長の承認を得て、静岡市都市計画基本図（地形図）1/2500（旧由比町）を使用し調製したものである。 21静都都都計第464号

この地図は静岡市長の承認を得て、同市所管の2,500分の1静岡市地形図を使用して調製したものである。 30静都都都計第316号

この地図は静岡市長の承認を得て、同市所管の2,500分の1静岡市地形図を使用して調製したものである。 31静都都都計第123号

この地図は静岡市長の承認を得て、同市所管の2,500分の1（10,000分の1）静岡市地形図を使用して調製したものである。 02静都都都計第2617号

22130 浜松市 この地図は、浜松市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 浜都計第49号

22207 富士宮市 この地図は、富士宮市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 富都第51号の2

22210 富士市 この地図は、富士市長の承認を得て、同市所管の都市計画基本図（平成29年修正）を使用し調製したものである。 富都都発第1018号

この地図は、焼津市長の承認を得て、焼津市1/2,500地形図を使用し調製したものである。 焼61-107号

この地図は、焼津市長の承認を得て、焼津市1/2,500地形図を使用し調製したものである。 焼61-210号

この地図は、焼津市長の承認を得て同市所管の2,500分の1焼津市地形図を使用して調製したものである。 焼61-405号

この地図は、焼津市長の承認を得て同市所管の2,500分の1焼津市地形図を使用して調製したものである。 焼61-556号

22214 藤枝市 この地図は、藤枝市長の承認を得て、2500レベル　藤枝市都市計画基本図を使用し調製したものである。 藤都第213号

22216 袋井市 この地図は、袋井市長の承認を得て、1/2,500袋井市地形図を使用し調整したものである。 袋都計第183号

この地図は、菊川市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 菊建都政第56号

この地図は、菊川市長の承認を得て、菊川市数値地形図データを使用し調製したものである。 菊建都第429号

22225 伊豆の国市 この地図は、伊豆の国市長の承認を得て、伊豆の国市都市計画図数値地形図データを使用し調整したものである。 伊国都計第331号

22325 函南町 この地図は、函南町長の承認を得て、函南町数値地形図データ（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 函都第177号

22461 森町 この地図は、森町長の承認を得て、森町都市計画基本図を使用し調製したものである。 森建第79号

21201 岐阜県 岐阜市

22100 静岡県 静岡市

22212 焼津市

22224 菊川市
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、名古屋市長の承認を得て、名古屋都市計画基本図　縮尺：1/2,500を使用し調製したものである。 19指令住都計第19-10号

この地図は、名古屋市長の承認を得て、名古屋都市計画基本図を使用し調製したものである。 23指令住都計第71号

この地図は、名古屋市の承認を得て、名古屋市都市計画基本図（平成27・28年度）を使用して作成したものです。 29指令住都計第62号

23202 岡崎市 この地図の作成に当たっては、岡崎市の承認を得て、同市発行の1/2,500の岡崎市数値地形図空間データを使用した。 31都第327号

この地図は、一宮市長の承認を得て、H21都市計画基本図DM2500ﾃﾞｰﾀを使用し調製したものである。 22一宮まち発第61号

この測量成果は、一宮市長の承認を得て、平成27年度作成の1：2,500都市計画基本図を使用して得たものである。 30一宮都計発第9号

23204 瀬戸市 この地図は、瀬戸市長の承認を得て、瀬戸市数値地形図空間データ（地図情報レベル2500）を使用したものです。 28瀬都計第703号

23206 春日井市 この地図は、春日井市長の承認を得て、春日井市都市計画基本図を使用し調製したものです。 28春都政第299号

23210 刈谷市 この地図は、刈谷市長の承認を得て、同市発行の都市計画基本図を使用したものである。 3刈まち第106号

この地図は、犬山市長の承認を得て、犬山市都市計画基本図データを使用し調製したものである。 27犬都第108号

この地図は、犬山市長の承認を得て、犬山市都市計画基本図データを使用し調製したものである。 3犬都第286号

23217 江南市 この地図は、江南市の都市計画基本図を使用し調整したものである。 30江都第78号

23219 小牧市 この地図は、小牧市長の承認を得て、小牧市数値地形図データを使用し調製したものである。 2小都計第1467号

23224 知多市 この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1都市計画基本図を使用したものである。 知都発第160号

この地図は、知立市長の承認を得て、1/2500都市計画基本図DMﾃﾞｰﾀを使用し調製したものである。 知都計第68号

この成果品は、知立市長の承認を得て同市所管の2,500分の1知立市都市計画基本図を使用し作成したものである。 知都計第19号

この地図は、尾張旭市長の承認を得て、尾張旭市都市計画基本図を使用し調製したものである。 22都第69号

この地図の作成にあたっては、尾張旭市長の承認を得て、同市作成の1/2,500都市計画基本図を使用したものである。 30都第498号

この地図は、日進市長の承認を得て、日進市都市計画基本図を使用し調製したものである。 23日都第231号

日進市長の承認を得て、同市作成の都市計画基本図数値地形図データを使用し作成したものです。 30日都第48号

23231 田原市 この地図は、田原市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 24田街第142号

23233 清須市 この地図は、清須市長の承認を得て、平成24年度清須市都市計画基本図（1/2,500）デジタルデータを使用し調製したものである。 26清須都第79号

この地図は、北名古屋市長の承認を得て、北名古屋市都市計画基本図を使用し調製したものである。 23北都第189号

この地図は、北名古屋市長の承認を得て、北名古屋市都市計画基本図を使用し調製したものである。 29北都第256号

23238 長久手市 この地図は、長久手市の承認を得て、長久手市都市計画基本図を使用し、調製したものである。 30長都第91号

23302 東郷町 この地図は、東郷町長の承認を得て、東郷町都市計画図（S=1/2,500）を使用し調製したものである。 東都発第124号

この地図は、豊山町長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 24豊都第468号

この地図は、豊山町長の承認を得て、同町作成の都市計画図を使用したものです。 30豊地第225号

この地図は、大治町長の承認を得て、大治町都市計画基本図DMデータ（1/2,500）を使用し調製したものである。 26大都整第349号

この地図は、大治町長の承認を得て同町所管の2,500分の1都市計画基本図を使用して編集したものである。 3大都整第95号

23441 阿久比町 この地図は、阿久比町長の承認を得て、2500レベル阿久比町都市計画基本図を使用し調製したものである。 25阿建第273号

23442 東浦町 この地図の作成に当たっては、都市計画課長の承認を得て、同町発行の都市計画基本図を使用したものである。 2東都計第3138号

東三河広域連合
（豊橋市）
（豊川市）
（蒲郡市）
（田原市）
（新城市）

この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。 30東三都（測）第1-15号

尾張旭市

23230 日進市

23234 北名古屋市

23342 豊山町

23100 愛知県 名古屋市

23203 一宮市

23215 犬山市

23225 知立市

23226

23424 大治町
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、三重県共有デジタル地図を使用し調製したものである。 三総合地第64号

この地図の作成に当たっては、三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合発行の「2017三重県共有デジタル地図（数値地形図2,500（道路縁1,000））」を使用した。 三総合地第95号

本地図は、大津市長の承認を得て、同市発行の大津市数値地形図データを使用したものである。 大津市指令政情第1号

本地図は、大津市長の承認を得て、同市発行の大津市数値地形図データを使用したものである。 大津市指令政情第1号

この地図は、彦根市長の承認を得て、彦根市都市計画データを使用し調製したものである。 彦都第79号

この地図は、彦根市長の承認を得て、彦根市都市計画基本図データを使用し調製したものである。 彦都第317-1号

この地図は、草津市長の承認を得て、草津市全図データを使用し調製したものである。 草都第1397号

この地図は、草津市長の承認を得て、草津市都市計画基本図数値地形図データを使用し調製したものである。 草都第1018号

25210 野洲市 この地図の作成に当たっては、野洲市長の承認を得て、同市発行の1/2,500野洲市都市計画図を使用した。 野洲市指令都第27064号

25211 湖南市 この地図は、湖南市長の承認を得て、湖南市都市計画基本図数値地形図データを使用し調製したものである。 湖都第308号

25214 米原市 この地図は、米原市長の承認を得て、米原市都市計画基本図（1/2500）を使用し調製したものである。 米都計第201号

25384 竜王町 この地図は、竜王町長の承認を得て同町発行の町全図1/2500を使用し、調製したものである。 竜建第381号

26202 舞鶴市 この地図は、舞鶴市長の承認を得て、舞鶴市都市計画基本図を使用し調製したものである。 舞建都第195号

26204 宇治市 この地図は、宇治市長の承認を得て、宇治市数値地形図データを使用し調整したものである。 元宇都市第264号

26206 亀岡市 この地図は、亀岡市長の承認を得て、亀岡市都市計画図1／2,500を使用し調製したものである。 27都計第1066号

この地図は、長岡京市長の承認を得て、長岡京市都市計画基本図を使用し調製したものである。 21長建計第205号

この地図は、長岡京市長の承認を得て、都市計画基本図を使用し調製したものである。 21長建計第524号

この地図は、長岡京市長の承認を得て、長岡京市都市計画基本図を使用し調整したものです。 元長建都第598号

この地図は、京田辺市長の承認を得て、京田辺市都市計画基図を使用し調製したものである。 京都第48号

この地図は、京田辺市長の承認を得て同市発行の京田辺市基本地形図（縮尺1/2,500）を使用して、調製したものです。 京計第113号

26214 木津川市 この地図は、木津川市長の承認を得て、都市計画図（地形図）を使用し調製したものである。 0木都第151号

この地図は、久御山町長の承認を得て、久御山町都市計画図を使用し調製したものである。 20久事都第72号

この地図は、久御山町長の承認を得て、同町発行の地形図を使用し、調製したものである。 30久事都第271号

この地図は、大阪府知事の承認を得て、大阪府地形図データ（DMﾃﾞｰﾀ、ﾚﾍﾞﾙ2500）を使用し調製したものである。 総計第1650号

この地図は、大阪府知事の承認を得て、大阪府地形図DMデータ（2500レベル）を試用して作成したものである。 計推第1663号

この地図は、大阪府知事の承認を得て、大阪府地形図データ（DMデータ、レベル2500）を使用し調製したものである。 総計第1848号

この地図は大阪市長の承認を得て、同市発行の大阪市デジタルマッピング地形図を使用し複製したものです。 大都計第140号

この地図は大阪市長の承認を得て、同市発行の大阪市共通電子地図データを使用し調整したものです。 大都計第394号

この地図は大阪市長の承認を得て、同市発行の大阪市デジタルマッピング地形図を使用し調整したものです。 大都計第249号

この地図は、堺市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1地形図を使用したものである。 H30堺都計第585号

この地図は、堺市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1地形図を使用したものである。 堺都計第1518号

27202 岸和田市 この地図は、岸和田市の承認を得て、岸和田市都市計画基本図データを使用して作成したものである。 岸ま都第167号

24000 三重県 （県域）

25201 滋賀県 大津市

25202 彦根市

25206 草津市

京都府

26209 長岡京市

26211 京田辺市

26322 久御山町

27000 大阪府 －

27100 大阪市

27140 堺市
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この地図は、尼崎市長の承認を得て、尼崎市都市計画図を使用し調製したものである。 尼都計第20075号-4

この資料は尼崎市長の承認を得て、同市地形図を使用したものである。 尼都計第3280号の2

28207 伊丹市 この地図は、伊丹市長の承認を得て、伊丹市数値地形図データを使用し調製したものである。 伊活整都第138号

28210 加古川市 この地図は、加古川市長の承認を得て、加古川市域図データを使用し調製したものである。 加計第6584号

28215 三木市 この地図は、三木市長の承認を得て、三木市都市計画図を使用し調製したものである。 三美第191号の1

28216 高砂市 この地図は、高砂市長の承認を得て、数値地形図データ（レベル1000、2500）を使用し調製したものである。 高都第225号の2

28217 川西市 川西市長の承認を得て、川西市の地形図を使用して作成した。 川都計第21号

28218 小野市 この地図は、小野市長の承認を得て、数値地形図を使用し調製したものである。 小地第1353号

28224 南あわじ市 この地図は、南あわじ市長の承認を得て、1/1000南あわじ市道路部地形図、1/2500南あわじ市地形図を使用し調製したものである。 南あ都計発第355号

28382 播磨町 この地図は、播磨町長の承認を得て、播磨町都市施設図を使用し調製したものである。 播都第884号

この地図は、福崎町長の承認を得て、福崎町都市計画図を使用し調製したものである。 福まち第10669号

この地図は、福崎町長の承認を得て、福崎町数値地形図データ（1/2,500）を使用し調製したものである。 福まち第10537号

29205 橿原市 この地図の作成に当たっては、橿原市長の承認を得て使用したものである。 橿情政第5963号の2

29209 生駒市 この地図は、生駒市長の承認を得て、地形図を使用し調製したものである。 生都第48号

30201 和歌山市 この地図は、和歌山市長の承認を得て、1/2,500和歌山市都市計画図を使用し調製したものである。 和都計総第67号

30202 海南市 この地図は、海南市長の承認を得て、同市所管の測量成果海南市都市計画図（1/2500）ＤＭデータを使用して調製したものです。 海ま都第487-1号

30203 橋本市 この地図は、橋本市長の承認を得て橋本市地形図（1／2,500）を使用して調製したものです。 橋本市指令企第10号

30209 岩出市 この地図は、岩出市長の承認を得て、1/2500岩出市平面図（平成18年度,平成19年度）を使用し調製したものである。 岩市事第2372号

30361 湯浅町 この地図は、湯浅町長の承認を得て、同町所管の測量成果湯浅町道路現況図（レベル500　レベル1000　レベル2500ハイブリットデータ）を使用して調製したものです。 湯建第221号

31201 鳥取市 この地図は、鳥取市長の承認を得て、数値地形図を使用し調製したものである。 鳥取市指令受都都第81号

31202 米子市 この地図は、米子市長の承認を得て、地図情報レベル2500数値地形図データを使用し調製したものである。 発米都第122号

31329 八頭町 この地図は、八頭町長の承認を得て、同町発行の2500分の1地形図を複製したものである。 受八建第50号

31372 北栄町 この地図は、北栄町長の承認を得て同町作成の都市計画図を使用し作成したものである。 受地域第254号

（松江市） この地図は、島根県知事の承認を得て、平成20年度「松江市の一部」ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都第348号

（松江市）
（安来市）
（東出雲町）

この地図は、島根県知事の承認を得て、平成21年度「松江市、安来市、東出雲町の一部」ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ（地図情報レベル2500）を使用し調製したものである。 都第348号

（安来市） この地図は、島根県知事の承認を得て、都市計画図 を使用し調製したものである。 都第268号

この地図は、浜田市長の承認を得て、浜田市発行の基盤図データを使用し、作成したものである。 浜田市指令建企第12号

この地図は、浜田市長の承認を得て、浜田市発行の基盤図データを使用し、作成したものである。 浜田市指令建企第103号

32203 出雲市 この地図は出雲市長の承認を得て、同市発行の都市計画図（1/2,500）を使用し複製したものです。 都計第127号

32206 安来市 この地図は、島根県知事の承認を得て、松江圏都市計画図（安来市）を使用し調製したものである。 都第298号

32209 雲南市 この地図は、雲南市長の承認を得て同市所管の測量成果を使用し、調整したものである。 税務第175号

32304 東出雲町 この地図は、島根県知事の承認を得て、松江圏都市計画図（1/2,500）を使用し調製したものである。 都第846号

28202 兵庫県 尼崎市

28443 福崎町

奈良県

和歌山県

鳥取県

32201 島根県

32202 浜田市
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33202 倉敷市 この地図は、倉敷市長の承認を得て、倉敷市所管の測量成果倉敷市都市計画図S＝1/2,500を使用したものです。 都第956号

この地図は、津山市長の承認を得て、津山市基本地形図を使用し調製したものである。 津土都第368号

この地図は、津山市長の承認を得て、同市所管の測量成果津山市都市計画図（1/2,500）を使用して調製したものです。 津都都第58号

この地図は、総社市長の承認を得て、総社市都市計画図 2千5百分の1を使用し調製したものである。 都第107号

この地図は、総社市長の承認を得て、同市発行の2千5百分の1の地形図を使用し調製したものです。 都第119号

33214 真庭市 この地図は、真庭市長の承認を得て、同市所管の測量成果地図を使用して調製したものです。 真都市第608号

33215 美作市 この地図は、美作市長の承認を得て、美作市地形図を使用し調製したものである。 美建設第97号

33423 早島町 この地図は、早島町長の承認を得て、早島町数値地形図データを使用し調整したものである。 早建第2855号

34100 広島市 この測量成果は、広島市の承認を得て同市所管の測量成果を使用して得たものです。 広税固第62号

34203 竹原市 この地図は、竹原市長の承認を得て、数値地形図を使用し調製したものである。 竹都第131号

34205 尾道市 この地図は、尾道市長の承認を得て、尾道市発行の尾道市都市計画基図データを使用し調製したものである。 令4尾都ま1625号

34207 福山市 この地図は、福山市長の承認を得て、数値地形図　地図情報レベル1：2500（福山市全域）を使用し調製したものである。 福都第482号の2

34212 東広島市 この地図は測量法第44条第3項により東広島市長の承認を得て、東広島市地形図を使用し調整したものです。 東広情第28号

34215 江田島市 この地図は、江田島市の承認を得て、同市の測量成果を使用して得たものである。 江税第63号

34309 坂町 この地図は、坂町長の承認を得て、坂町都市計画図データ（数値地形図）1:2500を使用し調製したものである。 坂都計第112号

35201 下関市 この地図は、下関市長の承認を得て、平成21年度「下関市都市計画図数値地形データ」（数値情報レベル2500）を使用し調製したものである。 下都第2540号

35208 岩国市 この地図は、岩国市長の承認を得て、岩国市発行の1/2,500都市計画図及び1/10,000都市計画図を使用し、調製したものである。 令3都市第463号

この地図は、周南市長の承認を得て、周南市基図を使用し調製したものである。 周都計第418号

この地図は、周南市長の承認を得て平成27年3月作成周南市都市計画図を使用したものである。 周都第114号

35344 平生町 この地図は、平生町長の承認を得て、平生町管内図を使用したものである。 平建設第2975号

36000 － この地図は、徳島県知事の承認を得て、砂防基盤図を使用し調製したものである。 砂第359号

36201 徳島市 この地図は、徳島市長の承認を得て、徳島市地形図を使用し調製したものである。 徳島市指令都政第165号

この地図は、阿南市長の承認を得て、現況平面図を使用し調製したものである。 阿南維第592号

この地図は、阿南市長の承認を得て、阿南市都市計画図を使用し調製したものである。 阿南ま第139号

この地図は、阿南市長の承認を得て、1/2,500地形図を使用したものである。 阿南ま第49号

36341 石井町 この地図は、石井町長の承認を得て、1/2,500地形図を使用したものである。 石建第487号の1

36401 松茂町 この地図は、松茂町長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 松建第1288号の1

36403 藍住町 この地図の作成に当たっては、藍住町長の承認を得て、藍住町数値地形図データを使用し、調整したものである。 藍建第490号

36404 板野町 この地図は、板野町長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 板建第655号

36405 上板町 この地図は、上板町長の承認を得て、同町発行の上板町数値地形図データを使用し、調製したものである。 上建第284号

この測量成果は、香川県の承認を得て同県所管の測量成果を使用して得たものである。 28み整第72860号

この空中写真は、香川県の承認を得て、使用したものである。 元み整第 52964 号

37201 高松市 この地図は、高松市長の承認を得て、都市計画基礎図を使用し調製したものである。 高都第225号

37207 東かがわ市 この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同市所管の測量成果である東かがわ市都市計画図1/2,500を使用して調製したものである。 30建第1979号

37208 三豊市 この地図は、三豊市長の承認を得て、同市所管の測量成果である三豊市都市計画図等を使用して調整したものです。 三建建第829号

37387 綾川町 この地図は、綾川町長の承認を得て、同町発行の1/2,500都市計画図を使用したものである。 3綾川建第1496-2号

岡山県

33203 津山市

33208 総社市

広島県

37000 香川県 －

山口県

35215 周南市

徳島県

36204 阿南市
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この地図は、松山市長の承認を得て、1/2500　都市計画図　前122枚分の電子データを使用し調製したものである。 松(都政)第198号

この地図は、松山市長の承認を得て、都市計画図データを使用し調製したものである。 23松（都政）第303号

この地図は、松山市長の承認を得て、松山市数値地形図データを使用し調整したものである。 31松（都交）第453号

38202 今治市 この地図は、今治市長の承認を得て、都市計画図を使用し調製したものである。 今都都第427号

38203 宇和島市 この測量成果は、宇和島市長の承認を得て同市所管の測量成果を使用して得たものである。 宇都第701号

38205 新居浜市 この地図は、新居浜市長の承認を得て、新居浜市都市計画図を使用し調製したものである。 新建都第108号

この地図は、北九州市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して作成したものです。 北九建都計都第795号

この地図は、北九州市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して作成したものです。 北九建都計都第2311号

この地図は、北九州市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して作成したものです。 北九建都計都第1630号

40205 飯塚市 この地図は、飯塚市長の承認を得て、飯塚市数値地形図データを使用し調製したものである。 2飯総総第477号

40213 行橋市 この地図は、行橋市長の承認（平成29年4月21日）を得て、同市発行の2千5百分の1基本図を使用し、調整したものである。 29行都第61号

40217 筑紫野市 この地図は、筑紫野市長の承認を得て、同市所管の測量成果を使用して作成したものです。 3筑都第309号

40218 春日市 この地図は、春日市長の承認を得て、春日市基本図を使用し調製したものである。 21春都計第825号

40226 宮若市 この地図は、宮若市長の承認を得て、宮若市都市計画基本図を使用し調製したものである。 21宮建都第170号

40230 糸島市 この地図は、糸島市長の承認を得て、前原都市計画図を使用し調製したものである。 20前都計第619号

40345 新宮町 この地図は、新宮町長の承認を得て、新宮町数値地形図データを使用し調製したものである。 25新都計第25号

40349 粕屋町 この地図は、粕屋町長の承認を得て、同町発行の粕屋町数値地形図データを使用し、調製したものである。 30粕都計第89号

40381 芦屋町 この地図は、芦屋町長の承認を得て、芦屋町基本図を使用し調製したものである。 芦都第18号

40384 遠賀町 この地図は、遠賀町長の承認を得て、遠賀町基本図を使用し調製したものである。 20遠まち第1859号

佐賀市の承認を得て同市発行の地形図データを使用したものです。 佐市情シ第1204号

佐賀市の承認を得て同市発行の地形図データを使用したものです。 佐市情第1311号

41208 小城市 この地図は、小城市長の承認を得て、小城市基本図を使用し調製したものである。 小建管第230号

この地図は、長崎市長の承認を得て、長崎市国土基本図を使用し調製したものである。 長都計第433号

この地図は、長崎市長の承認を得て、長崎市地図情報レベル2500国土基本図データを使用し調整したものである。 長都計第876号

43100 熊本市 このデータは、熊本市長の承認（平成28年10月6日）を得て使用し作成したものです。 都政発第372号

43441 御船町 この地図は、御船町長の承認を得て、基本図データを使用し調製したものである。 御企第228号

44000 － この成果品は、大分県知事の承認を得た森林資源情報データから作成したものである。 3-18号

この地図の作成にあたっては、大分市長の承認を得て、同市発行の2千5百分の1地形図を使用したものである。 大分市指令第3996号

この地図の作成にあたっては、大分市長の承認を得て、同市発行の2千5百分の1地形図を使用したものである。 大分市指令第2729号

この地図は、鹿児島市長の承認を得て、鹿児島市基本図、鹿児島市共用空間データを使用し調製したものである。 情シ第182-2号

この地図の作成にあたっては、鹿児島市長の承認を得て、鹿児島市統合型GIS共用空間データを使用したものである。 情シ第570号

46216 日置市 この地図は、日置市長の承認を得て、日置市都市計画基本図を使用し調製したものである。 日建第886号

46223 南九州市 この地図は、南九州市長の承認を得て、南九州市都市計画基本図を使用し調製したものである。 南九都第2520号

46225 姶良市 この地図は、姶良市長の承認を得て、旧町発行の1/2,500、1/5,000、1/10,000図を使用し調製したものである。 姶都第534号

46452 湧水町 この地図は、湧水町長の承認を得て、湧水町都市計画基本図データを使用し調整したものである。 湧まち発第850号

38201 愛媛県 松山市

42201 長崎県 長崎市

熊本県

大分県

44201 大分市

40100 福岡県 北九州市

41201 佐賀県 佐賀市

46201 鹿児島県 鹿児島市
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行政コード 都道府県名 市町村名 内　　　容 承認番号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 平29企情第716号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 平30企情第450号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 企情第187号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 企情第51号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 企情第196号

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調整したものである。 企情第1432号

（石垣市） この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄デジタルマップを使用し調製したものである。 企情第791号

（名護市） この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄県数値地形図を基に調製したものである。 企情第1432号

（北中城村）
（中城村）
（西原町）
（与那原町）

この地図は、沖縄県知事の承認を得て、沖縄デジタルマップを使用し調製したものである。 企情第791号

－ 四国地方整備局 － この地図は、国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所長の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 国四整砂調第35号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 26林国経第10号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 26林国経第35号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 27林国経第50号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 27林国経第50-1号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 28林国経第21号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 28林国経第21-1号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 29林国経第22号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 29林国経第22-1号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 30林国経第28号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 30林国経第28-1号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 30林国経第28-4号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 30林国経第28-5号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 元林国経第176号

この地図は、林野庁長官の承認を得て、数値写真及びオルソデータを使用し調製したものである。 2林国経第65号

－ （林野庁） －

47000 沖縄県 －
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