
更新履歴 現在

更新年月

2019/02/27 本州南岸 紀伊勝浦 HBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/02/27 瀬戸内海　大阪湾 淡輪 府BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/02/27 九州南岸 枕崎 HBM：所在の変更、採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/02/27 瀬戸内海　伊予灘 別府 BM：最近調査年月の変更

2019/02/27 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM：最近調査年月の変更

2019/02/20 本州北西岸 伏木富山　富山 HBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/02/20 本州北西岸 伏木富山　新湊 北陸BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/02/20 本州北西岸 伏木富山　伏木 北陸BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2019/01/04 本州北岸 龍飛埼 HBM：最近調査年月の変更

2019/01/04 本州北岸 龍飛埼 地BM：最近調査年月の変更

2019/01/04 本州東岸 気仙沼 市BM：最近調査年月の変更

2019/01/04 本州北西岸 岩館 地BM:削除

2019/01/04 本州北西岸 深浦 地BM：最近調査年月の変更

2019/01/04 本州北西岸 鯵ケ沢 地BM:削除

2018/12/13 瀬戸内海　伊予灘 大分　鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2018/12/13 九州西岸　島原湾 三池 HBM：最近調査年月の変更

2018/12/04 本州北西岸 三隅 中国BM：最近調査年月の変更

2018/12/04 本州北西岸 温泉津 HBM：最近調査年月の変更

2018/12/04 本州北西岸 宮津　漁師 地BM：最近調査年月の変更

2018/12/04 本州北西岸 仙崎 HBM：最近調査年月の変更

2018/12/04 瀬戸内海　周防灘 宇部 中国BM：最近調査年月の変更

2018/12/04 瀬戸内海　関門海峡 若松　洞北 HBM：最近調査年月の変更

2018/12/04 瀬戸内海　大阪湾 神戸 気BM：最近調査年月の変更

2018/11/28 本州南岸 新宮 県BM：最近調査年月の変更

2018/11/28 四国南岸 須崎 HBM：基本水準標の所在の変更

2018/11/28 瀬戸内海　紀伊水道 橘 HBM：最近調査年月の変更

2018/11/28 瀬戸内海　大阪湾 大阪　大阪 市BM：基本水準標の位置の変更

2018/11/26 本州北西岸 富来 HBM：最近調査年月の変更

2018/11/26 本州北西岸 輪島 地BM：最近調査年月の変更

2018/11/26 本州北西岸 蛸島 HBM：削除

2018/11/26 本州北西岸 七尾湾　南湾　七尾 北陸BM：最近調査年月の変更

2018/11/26 本州北西岸 伏木富山　伏木 北陸BM：最近調査年月の変更

2018/11/26 本州北西岸 伏木富山　新湊 HBM：削除

2018/11/26 本州北西岸 粟島 HBM：最近調査年月の変更

2018/11/26 本州北西岸 粟島 地BM：最近調査年月の変更

2018/11/19 本州北西岸 福井　福井 地BM：最近調査年月の変更

2018/11/13 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　水島 県BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/11/09 九州西岸 川内 HBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/11/07 北海道西岸　利尻島 沓形 開BM：基本水準標の記載、所在、採用年月及び基本水準標下の記載

2018/11/07 北海道西岸　利尻島 沓形
地BM：基本水準標の記載、所在、位置、採用年月及び基本水準標下の
記載

2018/11/07 本州北西岸 舞鶴 気BM：最近調査年月の変更

2018/11/06 九州東岸 宮崎 HBM：最近調査年月の変更

2018/09/28 北海道南岸 苫小牧　東部
平成30年（2018年）9月6日「平成30年北海道胆振東部地震」により、基
本水準標・水準点から最低水面までの高さを削除

2018/08/27 本州北西岸 小浜 削除(大礁にあるHBM)

2018/08/06 瀬戸内海　豊後水道 内ノ浦｛佐田岬｝　八幡浜 HBM：最近調査年月の変更

2018/08/03 本州南岸　駿河湾 御前崎 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/08/03 本州南岸　駿河湾 清水 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/08/03 南方諸島 神津島 HBM：最近調査年月の変更

2018/08/02 九州東岸 外浦 県BM：新規採用

2018/08/02 南西諸島 硫黄島 HBM：最近調査年月の変更

2018/08/02 南西諸島 口之島　西之浜 県BM：最近調査年月の変更

2018/07/31 南西諸島 金武中城　中城湾　津波古 地BM：最近調査年月の変更

2018/07/12 南西諸島 沖縄島 恩納 HBM：削除

2018/06/08 南西諸島 喜界島 早町 HBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更、Zoの変更

2018/06/08 本州北西岸 浜田 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/05/30 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　玉島 HBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

平成31年2月27日

地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

<略記>

H ：海上保安庁 地 ：国土地理院 気 ：気象庁 開 ：北海道開発局
東北：東北地方整備局 北陸：北陸地方整備局 関東：関東地方整備局 中部：中部地方整備局
近畿：近畿地方整備局 中国：中国地方整備局 四国：四国地方整備局 九州：九州地方整備局



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2018/05/30 瀬戸内海　播磨灘 牛窓 県BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/05/30 本州南岸 三崎　油壺 地BM：所在の変更

2018/03/30 九州西岸 長崎　松ヶ枝 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 青浜 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 長府 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　下関　弟子待 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　下関　田の首 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　西山　大山ノ鼻 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　門司 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　小倉　砂津 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/30 瀬戸内海　関門海峡 関門　小倉　日明 九州BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/28 本州南岸　駿河湾 焼津 県BM：最近調査年月の記載

2018/03/28 本州南岸 周参見 HBM：最近調査年月の記載及び地BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/28 四国南岸 土佐清水 HBM：最近調査年月の変更

2018/03/28 瀬戸内海　友ヶ島水道 友ヶ島　加太 HBM：最近調査年月の変更

2018/03/27 九州西岸 天草下島　船津 HBM：最近調査年月の変更

2018/03/27 南西諸島 奄美大島　名瀬 HBM：最近調査年月の変更及び地BM：最近調査年月の変更

2018/03/23 九州西岸　五島列島 小値賀島　笛吹 ＨBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2018/03/23 瀬戸内海　豊後水道 佐賀関漁港 地名又は港名：変更

2018/03/20 北海道西岸 石狩湾 HBM：最近調査年月の記載

2018/03/20 瀬戸内海　広島湾 呉 HBM：最近調査年月の変更

2018/03/19 南西諸島　渡名喜島 渡名喜 県BM：削除

2018/03/15 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山下津  海南 地BM：最近調査年月の記載

2018/03/15 本州東岸 釜石 地BM：最近調査年月の記載

2018/03/15 本州東岸 大船渡 気BM：最近調査年月の記載

2018/03/15 本州北西岸 島前　浦郷 HBM：削除

2018/03/09 瀬戸内海　広島湾 広島 HBM：最近調査年月の変更

2018/03/09 瀬戸内海　広島湾 岩国 HBM：最近調査年月の記載

2018/03/08 本州南岸 伊勢湾　松阪 県BM：最近調査年月の変更

2018/03/07 本州東岸 女川 町BM：所在、位置、採用年月、基本水準標下の変更

2018/03/07 本州東岸 小名浜 東北BM：位置、採用年月、基本水準標下の変更

2018/03/05 九州南岸 鹿児島　谷山 ＨBM：最近調査年月の変更

2018/02/28 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 下津井 HBM：所在の変更

2018/02/26 瀬戸内海　周防灘 三田尻中関　中関 HBM：削除

2018/02/26 瀬戸内海　周防灘 秋穂 ＋符：削除

2018/02/19 九州東岸 大泊 ＨBM：最近調査年月の変更

2018/02/19 南西諸島 中之島 ＨBM及び地BM：最近調査年月の変更

2018/02/14 本州東岸 仙台塩釜　仙台 東北BM：最近調査年月の記載

2018/02/05 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 尾道糸崎　糸崎 ＨＢＭ：採用年月、基本水準標下の記載

2018/01/24 本州北岸 青森 東北BM：最近調査年月の変更

2018/01/24 本州東岸 むつ小河原 東北BM：最近調査年月の記載

2018/01/24 東京湾 千葉 県BM：最近調査年月の変更

2018/01/09 本州東岸 那珂湊 県BM：最近調査年月の記載

2018/01/04 東京湾 横須賀　久里浜 港湾空港技術研究所・験潮所球分体：最近調査年月の記載

2018/01/04 四国南岸 宿毛湾 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/12/20 本州東岸 久慈 東北・験潮所BM：最近調査年月の変更

2017/12/20 本州北西岸 秋田船川 秋田 東北・験潮所BM：最近調査年月の変更

2017/12/20 本州北西岸 秋田船川 船川 HBM及び地ＢＭ：最近調査年月の変更及び記載

2017/12/18 北海道西岸 瀬棚 開BM及び地ＢＭ：最近調査年月の変更及び記載

2017/12/18 北海道西岸 江差 HBM：最近調査年月の変更

2017/12/18 北海道西岸 江差 地BM：新規採用

2017/12/18 北海道南岸 函館 気BM及び地ＢＭ：最近調査年月の記載

2017/11/29 本州南岸 三河湾　師崎 HBM：最近調査年月の変更

2017/11/10 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山下津　下津 HBM：最近調査年月の変更

2017/11/09 本州北西岸 酒田 東北BM：最近調査年月の変更

2017/10/20 本州南岸　駿河湾 御前崎 気BM：位置の修正

2017/10/19 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 竹原　忠海長浜 地名又は港名：変更

2017/10/13 瀬戸内海　紀伊水道 富岡 HBM：所在、採用年月及び基本水準標下の変更

2017/10/13 本州東岸 石巻 気BM：最近調査年月の記載

2017/10/13 本州東岸 相馬 地BM：最近調査年月の変更

2017/09/25 北海道西岸 鴛泊 開BM：最近調査年月の記載

2017/09/25 本州北岸 龍飛埼 HBM、地BM：最近調査年月の変更

2017/09/25 四国南岸 宇佐 HBM：削除

2017/09/25 四国南岸 宇佐 県BM：所在の変更、最近調査年の記載

2017/09/11 北海道西岸 稚内 気BM：最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2017/09/05 南西諸島 宮古島　平良 HBM：最近調査年月の記載

2017/08/18 本州東岸 気仙沼 市BM：基本水準標の変更、所在、位置、採用年月及び基本水準標下の変更

2017/08/18 本州東岸 石巻 BM：基本水準標の記載、所在、位置、採用年月及び基本水準標下の記載

2017/08/18 本州東岸 石巻 BM：移設により削除

2017/08/18 本州東岸 塩釜 東北BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/08/18 本州東岸 仙台 東北BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/08/07 本州北西岸 鼠ヶ関 地BM：基本水準標の変更、所在、採用年月及び基本水準標下の変更

2017/08/02 北海道西岸 利尻島　鬼脇 開BM：新規採用

2017/07/19 本州南岸 国崎 HBM：最近調査年月の変更

2017/07/19 本州南岸 二木島 HBM：最近調査年月の記載

2017/07/19 南西諸島 宝島　前籠 地名又は港名：変更

2017/07/11 南西諸島 平島　南之浜 HBM：新規採用

2017/06/30 東京湾 京浜　横浜　横浜 HBM、地BM：最近調査年月の変更

2017/06/30 本州北岸 龍飛埼 地BM：ＴＰ下の変更

2017/06/20 瀬戸内海　豊後水道 臼杵 県BM：新規採用

2017/06/20 瀬戸内海　紀伊水道 徳島小松島　小松島 気BM：最近調査年月の変更

2017/06/20 瀬戸内海　播磨灘 東播磨　二見 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/06/15 本州東岸 常陸那珂 県BM：最近調査年月の変更

2017/06/13 本州北西岸 敦賀 HBM、地BM：最近調査年月の変更

2017/06/01 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 高松 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/05/31 本州東岸 八戸 東北BM：最近調査年月の変更

2017/05/31 本州東岸 相馬 地BM：最近調査年月の記載

2017/05/01 本州南岸 三河　蒲郡 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/05/01 本州南岸 師崎 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/05/01 本州南岸 松坂 県BM：最近調査年月の変更

2017/04/27 本州南岸 宇治山田 ＨBM：最近調査年月の記載

2017/04/27 本州南岸 五ケ所 ＨBM：最近調査年月の記載

2017/04/27 北海道南岸 苫小牧　西部 開BM：最近調査年月の変更

2017/04/24 本州南岸 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2017/04/24 本州南岸 四日市 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/04/18 北海道西岸 礼文島　船泊 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/04/18 北海道南岸 釧路 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/04/18 東京湾 木更津　君津 県BM：最近調査年月の変更

2017/04/18 南方諸島 父島　二見 HBM：所在情報表記の修正、最近調査年月の記載

2017/04/18 南方諸島 父島　二見 地BM：新規採用

2017/04/18 九州北岸 対馬　厳原 HBM：移設に伴う更新

2017/04/03 九州西岸 平戸瀬戸　田平 ＨBM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/03/30 南西諸島 前泊 地BM：港名の変更

2017/03/30 南西諸島 伊是名島 地名の追加

2017/03/30 北海道東岸 根室 ＨBM：最近調査年月の記載

2017/03/30 北海道南岸 室蘭 ＨBM：最近調査年月の変更

2017/03/30 本州東岸 宮古 気BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州東岸 山田 地BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州東岸 大槌 地BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州東岸 釜石 地BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州東岸 鮎川 地BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州東岸 相馬 地BM：ＴＰ下の変更

2017/03/30 本州北西岸 鳥取 ＨBM：最近調査年月の記載

2017/03/27 本州北西岸 寺泊 県BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更、Zoの変更

2017/03/27 本州北西岸 寺泊 地BM：新規採用

2017/03/24 本州北西岸 美保湾　境 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/03/24 本州北西岸 美保湾　境 地BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更、TP下の変更

2017/03/13 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 岡山 県BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/03/13 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 宇野 県BM：所在情報表記の修正、採用年月の変更、基本水準標下の変更

2017/03/13 北海道南岸 花咲 HBM：最近調査年月の変更

2017/03/13 北海道南岸 花咲 開BM：新規採用

2017/03/13 本州北西岸 酒田 験潮所BM：最近調査年月の変更

2017/03/02 本州東岸 宮古 気BM：基本水準標の変更、所在、採用年月及び基本水準標下の変更、TP下の記載

2017/02/21 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2017/02/21 九州北岸 対馬　厳原 地BM：最近調査年月の変更

2017/02/13 本州北岸 陸奥湾　青森 東北BM：最近調査年月の記載

2017/02/03 南西諸島　伊平屋島 伊平屋 地BM：最近調査年月の変更

2017/02/03 本州北西岸 秋田船川 秋田 東北BM：最近調査年月の変更

2017/01/20 本州北西岸 宮津　漁師 地BM：最近調査年月の記載、基本水準標下の変更、TP下の変更

2017/01/20 本州南岸 衣浦 HBM：最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2017/01/11 東京湾 勝山 県BM：新規採用

2017/01/11 本州南岸 下田 関東BM：最近調査年月の変更

2017/01/11 南西諸島　沖縄島 運天 HBM：最近調査年月の変更

2016/12/15 本州東岸 大槌 地BM：最近調査年月の変更

2016/12/14 本州南岸 日高　御坊 地BM：最近調査年月の変更

2016/12/14 瀬戸内海　紀伊水道 下津 HBM：最近調査年月の変更

2016/12/14 瀬戸内海　紀伊水道 海南 地BM：最近調査年月の変更

2016/12/14 瀬戸内海　鳴門海峡 撫養 HBM：最近調査年月の変更

2016/12/14 四国南岸 高知 地BM：最近調査年月の変更

2016/12/02 本州東岸 釜石 地BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更、TP下の変更

2016/11/11 大阪湾 大阪　大阪 市BM：最近調査年月の変更

2016/11/11 北海道南岸 浦河 開BM：最近調査年月の変更

2016/11/11 北海道南岸 十勝 開BM：最近調査年月の変更

2016/11/09 東京湾 京浜　東京　晴海 気BM：採用年月、基本水準標下の変更、最近調査年月の削除

2016/11/09 東京湾 京浜　東京　晴海 地BM：採用年月、基本水準標下、TP下の変更

2016/11/09 北海道西岸 小樽 HBM：最近調査年月の変更

2016/11/01 九州北岸 博多　東浜 HBM：西部ガスBM撤去のため新規採用

2016/11/01 九州北岸 博多　東浜 地BM：最近調査年月の変更、TP下の変更

2016/10/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 坂出 播磨灘→備讃瀬戸Zo区分帯変更に伴い改訂

2016/10/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 宇多津 播磨灘→備讃瀬戸Zo区分帯変更に伴い改訂

2016/10/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 播磨灘→備讃瀬戸Zo区分帯変更に伴い改訂

2016/10/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 多度津 播磨灘→備讃瀬戸Zo区分帯変更に伴い改訂

2016/10/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 本島　笠島 播磨灘→備讃瀬戸Zo区分帯変更に伴い改訂

2016/10/21 瀬戸内海　安芸灘 鮴埼 HBM：最近調査年月の記載

2016/10/04 本州東岸 鮎川 地BM：最近調査年月の記載

2016/10/03 瀬戸内海　紀伊水道 小松島 HBM：削除、気BM：新規採用

2016/09/26 本州南岸 下田 中部BM：位置（経度）の変更

2016/09/26 本州東岸 名洗 県BM：所在の変更

2016/09/26 本州東岸 鹿島 関東BM：所在、最近調査年月の変更

2016/09/16 本州東岸 大船渡 気BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2016/08/30 九州西岸 福江 気BM：最近調査年月の変更

2016/08/30 大阪湾 洲本 HBM：最近調査年月の変更、基本水準標下の変更

2016/08/30 大阪湾 洲本 地BM：最近調査年月の記載、基本水準標下の変更、TP下の変更

2016/08/29 本州東岸 久慈 東北BM：最近調査年月の変更

2016/08/29 本州東岸 八戸 東北BM：最近調査年月の記載

2016/07/25 北海道南岸 厚岸 開BM：最近調査年月の変更

2016/07/13 本州東岸 中之作 県BM：基本水準標下の変更

2016/07/08 本州北西岸 岩船 県BM：最近調査年月の変更

2016/07/08 関門海峡 南風泊 九州BM：最近調査年月の変更

2016/07/08 九州北岸 伊万里 地BM：最近調査年月の変更

2016/07/08 南西諸島　沖縄島 渡久地 HBM：最近調査年月の変更

2016/07/08 南西諸島　沖縄島 辺土名 HBM：最近調査年月の変更

2016/07/08 南西諸島　沖縄島 宜名真　宜野湾 地名又は港名：変更

2016/06/24 南西諸島　沖縄島 金武中城　中城湾　津波古 HBM：削除、地BM：新規採用

2016/06/23 瀬戸内海　燧灘 壬生川 地BM：最近調査年月の変更、四国BM:新規採用

2016/06/16 瀬戸内海　来島海峡 今治 市BM：最近調査年月の変更

2016/06/13 北海道南岸 苫小牧　東部 HBM：最近調査年月の変更

2016/06/07 本州南岸 錦 HBM:基本水準標下の変更

2016/06/02 本州東岸 久之浜 市BM：新規採用

2016/06/02 本州東岸 四倉 削除

2016/06/02 本州南岸 赤羽根 HBM：最近調査年月の変更

2016/06/02 本州南岸 鬼崎 地BM：最近調査年月の変更

2016/05/31 九州西岸 手打 HBM：Zoの変更

2016/05/30 九州北岸 星賀 九州BM：最近調査年月の変更

2016/05/30 九州東岸 米水津泊地 HBM：最近調査年月の変更

2016/05/30 瀬戸内海 伊予灘 鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2016/05/30 瀬戸内海 伊予灘 鶴崎 気BM：気BM移転に伴う採用年月、基本水準標下の変更

2016/05/30 九州西岸 平 県BM：最近調査年月の変更

2016/05/30 九州北岸 大飛島 HBM：最近調査年月の変更

2016/05/30 九州西岸 肥前大島 BM：最近調査年月の変更

2016/05/11 本州東岸 中之作 県BM：新規採用

2016/05/11 本州東岸 小名浜 地BM：基本水準標の変更、所在、採用年月及び基本水準標下の変更

2016/05/09 本州北西岸 敦賀 HBM及び地BM：最近調査年月の変更、基本水準標下の変更、TP下の変更

2016/04/14 大阪湾 泉大津 府BM：新規採用

2016/04/13 周防灘 徳山 HBM：最近調査年月の変更
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2016/04/08 瀬戸内海　豊後水道 宇和島 HBM：最近調査年月の変更

2016/04/05 本州東岸 相馬 TP下：追加

2016/04/01 九州西岸 島原湾 熊本 HBM:基本水準標下の変更

2016/03/31 本州北西岸 金沢 北陸BM:基本水準標下の変更

2016/03/30 瀬戸内海 紀伊水道 灘 新規掲載

2016/03/30 瀬戸内海 大阪湾 尼崎西宮芦屋 尼崎 尼崎市BM:最近調査年月の変更

2016/03/30 本州南岸 神島 削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 佐久島 削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 立馬埼 削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 三河 田原 削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 三河 形原 削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 衣浦 地BM:削除

2016/03/30 本州南岸 三河湾 師崎 地BM:削除

2016/03/30 本州南岸 伊勢湾 篠島 削除

2016/03/30 本州南岸 伊勢湾 豊浜 削除

2016/03/30 本州南岸 伊勢湾 白子 削除

2016/03/30 本州南岸 伊勢湾 津 削除

2016/03/30 本州南岸 伊勢湾 伊倉津 削除

2016/03/30 本州北西岸 秋田船川 秋田 験潮所BM:最近調査年月の変更

2016/03/30 九州東岸 大泊 HBM:最近調査年月の変更

2016/03/16 南西諸島 喜界島 湾 HBM:基本水準標下の変更

2016/02/25 本州東岸 山田 地BM:新規採用

2016/02/25 本州北西岸 恵曇 BM:最近調査年月の変更

2016/02/23 本州東岸 八木 HBM:新規採用

2016/02/18 九州西岸 的山大島 神ノ浦 HBM:新規採用

2016/02/16 瀬戸内海 備後灘 福山 HBM:最近調査年月の変更

2016/02/10 本州北西岸 岩船 新潟県BM:基本水準標下の変更

2016/02/09 瀬戸内海 紀伊水道 栖原 HBM:所在情報表記の修正、最近調査年月の変更

2016/02/09 九州西岸 合津 熊本県BM:新規採用、Zoの変更

2016/02/09 南西諸島 口永良部島 HBM:最近調査年月の変更

2016/02/08 本州東岸 鮎川 地BM:新規採用

2016/02/08 南西諸島 奄美大島 名瀬 HBM及び地BM:最近調査年月の変更

2016/02/04 瀬戸内海 備後灘 福山 HBM:基本水準標下の変更

2016/01/27 北海道西岸 瀬棚 HBM:最近調査年月の変更

2016/01/18 九州西岸 島原湾 長洲 HBM:新規採用、Zoの変更

2015/12/25 本州東岸 平潟 北茨城市BM:最近調査年月の変更

2015/12/25 本州東岸 大津 北茨城市BM:最近調査年月の変更

2015/12/15 本州東岸 日立 関東BM:最近調査年月の変更

2015/12/11 本州東岸 むつ小川原 東北BM:新規採用

2015/11/30 本州北西岸 舞鶴 気BM:最近調査年月の変更

2015/11/20 瀬戸内海 釣島水道及び付近 松山 気BM:最近調査年月の変更

2015/11/19 南西諸島 横当島 HBM:削除

2015/11/11 南西諸島 中之島 HBM及び地BM:最近調査年月の変更

2015/11/11 本州南岸 伊勢湾 四日市 HBM:最近調査年月の変更

2015/11/05 瀬戸内海 大阪湾 神戸 気BM:最近調査年月の変更

2015/10/20 東京湾 館山湾 館山 HBM:最近調査年月の変更

2015/10/20 北海道南岸 浦河 開BM:最近調査年月の変更

2015/10/20 北海道南岸 えりも 開BM及び地BM:新規採用

2015/10/15 北海道西岸 羽幌 開BM:最近調査年月の変更

2015/10/09 本州南岸 和具 HBM:新規採用

2015/10/09 南西諸島 諏訪之瀬島 切石 鹿児島県BM:新規採用

2015/10/07 本州南岸 三崎 三崎 神奈川県BM:所在情報表記の修正

2015/10/07 九州北岸 伊万里湾 伊万里 「伊万里 波瀬」を「伊万里」とする､地BM:最近調査年月の変更、佐賀県BM:所在情報表記の修正

2015/09/30 本州南岸 三河湾 三河 蒲郡 HBM:最近調査年月の変更

2015/09/30 本州南岸 神明 HBM:新規採用

2015/09/24 本州南岸 国崎 HBM:最近調査年月の変更

2015/09/24 本州南岸 浜島 HBM:最近調査年月の変更

2015/09/17 瀬戸内海 伊予灘 長浜 愛媛県BM:最新調査年月の更新

2015/09/14 九州北岸 壱岐島 印通寺 長崎県BM:削除

2015/09/09 北海道南岸 苫小牧 西部 開BM:最近調査年月の変更

2015/08/25 本州北西岸 佐渡島 真野湾 二見 HBM:削除、新潟県BM:新規採用、地BM:基本水準標下の変更及びTP下の削除

2015/08/10 本州東岸 大槌 地BM:新規採用

2015/08/06 本州東岸 相馬 地BM:基本水準標下の変更

2015/07/30 本州東岸 名洗 千葉県BM:最新調査年月の変更

2015/07/28 本州北西岸 穴水 HBM:基本水準標下の変更、地BM:基本水準標下及びTP下の変更
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2015/07/28 本州北西岸 粟島 HBM及び地BM:最新調査年月の変更

2015/07/23 本州北西岸 小浜 HBM及び地BM:新規採用

2015/07/17 南方諸島 八丈島 八重根 HBM:最近調査年月の変更

2015/07/14 本州東岸 小名浜 気BM:基本水準標の変更

2015/07/13 九州西岸 天草下島 富岡(漁港) HBM:新規採用、Zoの変更

2015/07/13 九州南岸 鹿児島湾 鹿児島 鹿児島 気BM:新規採用

2015/07/13 九州南岸 加治木 HBM及び地BM:基本水準標下の変更、地BM:TP下の削除

2015/07/13 九州南岸 鹿屋 HBM:基本水準標下の変更

2015/07/13 南西諸島 奄美大島 名瀬 HBM及び地BM:基本水準標下の変更、地BM:TP下の削除

2015/07/09 瀬戸内海 紀伊水道 和歌山下津 和歌山 HBM:最近調査年月の変更

2015/07/09 本州南岸 赤羽根 HBM:最近調査年月の変更

2015/07/09 本州南岸 三河湾 三河 蒲郡 HBM:最近調査年月の変更

2015/07/07 四国南岸 宿毛湾 HBM:最近調査年月の変更

2015/07/03 九州西岸 天草下島 船津 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/24 北海道西岸 利尻島 鬼脇 HBM:削除

2015/06/24 北海道南岸 釧路 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/19 本州北西岸 敦賀 HBM:所在表記の変更

2015/06/18 瀬戸内海 周防灘 三田尻中関 三田尻 気BM:削除

2015/06/15 九州西岸 阿久根 地BM:最新調査年月の更新

2015/06/15 九州西岸 川内 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/15 九州西岸 串木野 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/15 九州南岸 鹿児島湾 園山 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/15 九州東岸 志布志湾 志布志 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/15 九州東岸 油津 気BM:最近調査年月の変更

2015/06/15 南西諸島 黒島 大里 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/15 南西諸島 沖永良部島 和泊 HBM:最近調査年月の変更

2015/06/12 南方諸島 大島 岡田 気BM:基本水準標下の変更

2015/06/12 南方諸島 大島 元町 HBM:削除

2015/06/10 本州東岸 平潟 北茨城市BM:新規追加

2015/06/10 本州東岸 大津 北茨城市BM:新規追加、Zoの変更

2015/05/08 本州東岸 会瀬 茨城県BM:最近調査年月の変更

2015/05/08 本州東岸 名洗 千葉県BM:新規採用

2015/04/30 瀬戸内海 広島湾 岩国 地BM:新規採用

2015/04/21 本州東岸 相馬 地BM:BM移設に伴う基本水準標下の変更

2015/04/21 本州北西岸 中海 米子 HBM:削除

2015/04/20 九州東岸 久慈 東北BM：基本水準標の変更、所在、採用年月及び基本水準標下の変更

2015/04/20 本州南岸 鳥羽 気BM:新規採用

2015/04/20 本州南岸 尾鷲 気BM:新規採用

2015/04/20 瀬戸内海　豊後水道
内ノ浦｛佐田岬｝ 八幡
浜

HBM:最近調査年月の変更

2015/04/16 九州南岸 洲崎 HBM:最近調査年月の変更

2015/04/15 九州東岸 細島 地BM:最近調査年月の変更

2015/04/09 九州東岸 内海 HBM:新規採用

2015/04/09 南西諸島 口永良部島 HBM:新規採用

2015/03/26 本州北西岸 七尾湾 南湾 七尾 北陸BM:最近調査年月の変更

2015/03/26 本州北西岸 新潟 西部 新潟県BM:位置(緯度)及び最近調査年月の変更

2015/03/26 本州東岸 銚子 銚子漁港 HBM:最近調査年月の変更

2015/03/24 瀬戸内海　豊後水道 下浦{佐賀関} HBM:最近調査年月の変更

2015/03/12 本州南岸 国崎 HBM:新規採用

2015/03/12 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM及び地BM:新規採用

2015/03/12 瀬戸内海 周防灘 三田尻中関　中関 山口県BM：最近調査年月の変更

2015/03/12 南西諸島 沖縄島 久高島 徳仁 HBM:削除

2015/03/11 瀬戸内海 紀伊水道 今切 HBM:最近調査年月の変更

2015/02/20 本州南岸 三河湾 三河湾 三河 豊橋 中部BM:最近調査年月の変更

2015/02/19 本州北西岸 三隅 中国BM:最近調査年月の変更

2015/02/19 瀬戸内海 安芸灘 広湾 広 中国BM:最近調査年月の変更

2015/02/16 瀬戸内海　燧灘 新居浜 HBM:最近調査年月の変更

2015/02/16 瀬戸内海 広島湾 岩国 HBM:基本水準標下の変更

2015/02/16 瀬戸内海 周防灘 徳山下松 徳山 HBM:基本水準標下の変更

2015/01/16 九州北岸 勝本 HBM:最近調査年月の変更

2015/01/16 九州北岸 芦辺 長崎県BM:最近調査年月の変更

2015/01/06 北海道南岸 苫小牧　東部 HBM:最近調査年月の変更

2014/12/17 東京湾 館山湾　館山 HBM:新規採用

2014/12/16 本州南岸 赤羽根 HBM:最近調査年月の変更

2014/12/16 本州南岸 三河湾 三河　蒲郡 HBM:最近調査年月の変更

2014/11/19 本州東岸 銚子　銚子漁港 HBM:最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2014/11/14 北海道南岸 白老 HBM:最近調査年月の変更

2014/11/14 九州北岸 伊万里湾 伊万里 波瀬 HBM及び地BM:最近調査年月の変更

2014/11/14 九州西岸 五島列島 福江島 貝津 地BM:新規採用

2014/11/06 九州南岸 鹿児島湾　山川 HBM:基本水準標下の変更

2014/10/24 本州南岸 日高　御坊 地BM:最近調査年月の変更

2014/10/24 四国南岸 高知 気BM:削除、地BM:最近調査年月の変更

2014/10/24 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山下津　下津 BM:最近調査年月の変更

2014/10/24 瀬戸内海　大阪湾 大阪　大阪 大阪市BM:最近調査年月の変更

2014/10/24 瀬戸内海　大阪湾 神戸 気BM:最近調査年月の変更

2014/10/24 瀬戸内海　播磨灘 姫路　飾磨 兵庫県BM:最近調査年月の変更

2014/10/21 瀬戸内海　鳴門海峡 北泊ノ瀬戸　北泊 HBM:削除

2014/10/16 瀬戸内海　広島湾 広島 HBM:BM移設に伴う基本水準標下の変更

2014/10/16 九州東岸 志布志湾　福島 地BM:新規採用

2014/10/15 本州東岸 日立 関東BM:最近調査年月の変更

2014/10/15 東京湾 横須賀　久里浜 験潮所球分体:基本水準標下の変更

2014/10/15 瀬戸内海　関門海峡 関門　若松　洞北 HBM:最近調査年月の変更

2014/10/15 北海道西岸 原口 HBM及び地BM:新規採用

2014/10/15 本州南岸 赤羽根 HBM:最近調査年月の変更

2014/10/15 本州南岸　三河湾 三河湾 三河 蒲郡 HBM:最近調査年月の変更

2014/10/15 本州南岸　三河湾 師崎 HBM:最近調査年月の変更

2014/10/15 本州南岸　伊勢湾 伊良湖 愛知県BM:新規採用

2014/10/15 本州南岸　伊勢湾 名古屋 BM:最近調査年月の変更

2014/09/29 南西諸島 沖縄島　那覇 HBM:削除、気BM:新規採用

2014/09/22 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM:削除

2014/09/22 本州北西岸 黄波戸 地BM:新規採用

2014/09/16 本州北西岸 川尻 HBM:新規採用

2014/08/21 本州南岸　伊勢湾 鬼崎 地BM:最近調査年月の変更

2014/08/12 本州東岸 白糠 HBM:削除

2014/07/24 南西諸島　沖縄島 金武中城　中城湾　泡瀬 HBM:削除

2014/07/23 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松山 気BM:最近調査年月の変更

2014/07/14 南方諸島 利島 東京都BM:削除

2014/07/09 本州南岸 衣浦 HBM:最近調査年月の変更

2014/07/09 本州南岸　伊勢湾 松坂 三重県BM:最近調査年月の変更

2014/07/09 本州南岸 古江 HBM:最近調査年月の変更

2014/07/09 本州南岸 遊木 気BM:新規採用

2014/07/08 本州北西岸 無井 HBM:新規採用

2014/07/04 四国南岸 牟岐 HBM:最近調査年月の変更

2014/07/04 四国南岸 浅川 HBM:削除

2014/07/04 瀬戸内海　播磨灘 東播磨　二見 HBM:新規採用

2014/06/18 東京湾 京浜　横浜　根岸 HBM:基本水準標下の変更

2014/06/12 瀬戸内海　伊予灘 別府 九州BM:最近調査年月の変更

2014/06/12 瀬戸内海　関門海峡 長府 九州BM:最近調査年月の変更

2014/06/12 本州北西岸 特牛 地BM:最近調査年月の変更

2014/06/12 九州北岸 佐賀 HBM:新規採用

2014/05/09 瀬戸内海　豊後水道 津久見 地BM:最近調査年月の変更

2014/04/30 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 坂出 坂出市BM及び地BM:最近調査年月の変更

2014/04/30 瀬戸内海　豊後水道 宇和島 気BM:新規採用

2014/04/28 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 与島 四国BM:最近調査年月の変更

2014/04/28 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 尾道糸崎　松永 中国BM:最近調査年月の変更

2014/04/28 瀬戸内海　来島海峡 大島　吉海 愛媛県BM：新規採用

2014/04/15 瀬戸内海　伊予灘 屋代島　安下庄 HBM:新規採用

2014/04/15 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM:新規採用、地BM:最近調査年の変更

2014/03/31 瀬戸内海　関門海峡 田野浦 HBM:位置の修正

2014/03/31 瀬戸内海　豊後水道 梶寄 HBM:最近調査年月の変更

2014/03/31 九州北岸 唐津 九州BM：最近調査年月の変更

2014/03/31 九州西岸 佐世保 HBM:最近調査年月の変更及地BM：最近調査年月の変更

2014/03/11 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 本島　笠島 HBM:新規採用

2014/03/11 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 本島　福田 HBM:新規採用

2014/02/26 九州西岸 田平 HBM:最近調査年月の変更

2014/02/26 瀬戸内海　関門海峡 製鉄戸畑泊地 新日本製鉄BM：削除

2014/02/26 本州北西岸 富山 HBM:最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2014/02/26 本州北西岸 魚津 HBM:所在の変更

2014/02/26 本州北西岸 直江津 HBM:最近調査年月の変更

2014/02/26 本州北西岸 粟島 HBM:最近調査年月の変更及び地BM：最近調査年月の変更

2014/02/24 本州南岸 串本 HBM:最近調査年月の変更、地BM：削除



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2014/02/24 本州南岸 袋 地BM：追加

2014/02/24 本州南岸 田辺 気BM：追加、地BM:追加

2014/02/24 本州南岸 印南 HBM:削除

2014/01/28 本州南岸 田子の浦 HBM:最近調査年月の変更

2014/01/20 本州東岸 日立 関東BM：最近調査年月の変更

2014/01/20 瀬戸内海  周防灘 宇部 中国BM：最近調査年月の変更

2014/01/20 瀬戸内海  関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2014/01/20 瀬戸内海  関門海峡 若松　洞岡 HBM：所在の変更、最近調査年月の変更

2014/01/20 九州北岸 郷ノ浦 HBM：最近調査年月の変更

2014/01/15 本州北西岸 舳倉島 地BM：基本水準標下の修正

2014/01/15 本州北西岸 能生 地BM：基本水準標下の修正

2013/12/18 本州南岸 三河　蒲郡 HBM：最近調査年月の変更

2013/12/18 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 青木 四国BM：追加

2013/11/29 瀬戸内海  関門海峡 南風泊 九州BM：最近調査年月の変更

2013/11/29 瀬戸内海  広島湾 呉 HBM:最近調査年月の変更

2013/11/20 瀬戸内海　周防灘 小野田 中国BM:採用年月の更新

2013/11/13 東京湾 京浜　横浜　横浜 HBM:最近調査年月の更新、地BM：最近調査年月及びTP下の更新

2013/11/13 東京湾 横須賀　横須賀 HBM:最近調査年月の更新、地BM：最近調査年月及びTP下の更新

2013/11/11 南西諸島　伊平屋島 伊平屋 HBM:削除、地BM：新規採用

2013/11/11 南西諸島　沖縄島 那覇 HBM:最近調査年月の変更

2013/09/24 瀬戸内海　燧灘 多喜浜 HBM:最近調査年月の変更

2013/09/24 九州西岸 長崎　松ヶ枝 気BM：最近調査年月の変更

2013/08/30 東京湾 新山下 横浜市BM：削除

2013/08/13 本州北西岸 柏崎 HBM：新規採用、地BM：新規採用

2013/08/13 本州北西岸 新潟　西部 北陸BM:最近調査年月の変更

2013/08/05 瀬戸内海  周防灘 苅田 九州BM：最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2013/08/05 九州西岸　島原湾 三池 HBM：最近調査年月の変更

2013/07/30 瀬戸内海　豊後水道 佐伯 県BM：移設に伴う更新

2013/07/30 九州北岸 白島 市BM：最近調査年月の変更

2013/07/30 九州北岸 唐津 九州BM：最近調査年月の変更及び地BM：新規採用

2013/07/10 瀬戸内海　播磨灘 牛窓 県BM：最近調査年月の変更

2013/07/10 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 高松 気BM：最近調査年月の変更

2013/07/10 瀬戸内海　備後灘 白石島 HBM：最近調査年月の変更

2013/05/24 本州東岸 女川 県BM：採用年月、基本水準標下の変更

2013/05/24 本州東岸 石巻 東北BM：採用年月、基本水準標下の変更

2013/05/24 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 東北BM：採用年月、基本水準標下の変更

2013/05/24 本州東岸 仙台塩釜　仙台 東北BM：採用年月、基本水準標下の変更

2013/05/24 瀬戸内海　備後灘 福山 HBM：最近調査年月の変更

2013/05/24 瀬戸内海  来島海峡 今治 市BM：最近調査年月の変更

2013/05/24 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松山 気BM：最近調査年月の変更

2013/05/13 九州西岸 長崎　松ヶ枝 気BM：最近調査年月の変更

2013/04/24 九州北岸 博多　東浜 HBM：最近調査年月の変更

2013/04/16 九州西岸 佐世保 HBM:最近調査年月の変更及び所在の変更

2013/04/04 本州北西岸 小木 HBM:最近調査年月の変更及び地BM：最近調査年月の変更

2013/04/04 本州北西岸 両津 HBM:新規採用及び地BM：最近調査年月の変更

2013/03/29 本州北岸 大間 地BM：削除及び新規採用

2013/03/29 本州東岸 釜石 HBM:削除及び地BM：新規採用

2013/03/29 本州東岸 大船渡 BM:削除及び気BM：新規採用

2013/03/08 本州北西岸 粟島 HBM:最近調査年月の変更及び地BM：最近調査年月の変更

2013/03/08 本州北西岸 直江津 HBM：最近調査年月の変更

2013/03/08 本州南岸  駿河湾 清水 気BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 東京湾 千葉　千葉　千葉 県BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 本州南岸 浦神 HBM：最近調査年月の変更及び地BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 本州南岸 日高　御坊 地BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　紀伊水道 由良 町BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　紀伊水道 栖原 HBM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山下津　橘 HBM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　友ヶ島水道 友ヶ島　加太 HBM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　大阪湾 津名 HBM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海  大阪湾 尼崎西宮芦屋　尼崎 市BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海　播磨灘 姫路　飾磨 県BM：最近調査年月の変更

2013/02/22 瀬戸内海  播磨灘 相生 HBM：最近調査年月の変更

2013/02/15 本州南岸 洲崎 HBM:最近調査年月の変更

2013/02/15 九州北岸 比田勝 HBM：追加

2013/02/15 九州南岸 鹿児島　鹿児島 気BM：削除
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2013/01/30 本州北西岸 舳倉島 HBM：最近調査年月の変更

2013/01/30 本州北西岸 舳倉島 地BM：追加

2013/01/30 本州北西岸 富山 HBM：削除、HBM：追加

2013/01/30 瀬戸内海  周防灘 徳山下松　　徳山 HBM：最近調査年月の変更

2013/01/07 本州北西岸 七尾 北陸BM：最近調査年の変更

2013/01/07 瀬戸内海　大阪湾 岸和田 地BM：追加

2012/12/04 瀬戸内海　豊後水道 三崎 県BM：追加

2012/12/04 瀬戸内海　燧灘 三島川之江　三島 県BM：最近調査年の変更

2012/12/04 九州西岸 苓北 BM：追加

2012/12/04 北海道南岸 えりも 開BM：削除

2012/12/04 北海道東岸 相泊 HBM：削除

2012/11/14 瀬戸内海  伊予灘 大分　鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2012/11/14 瀬戸内海  関門海峡 関門 　門司 地BM：削除

2012/11/14 瀬戸内海　豊後水道 佐伯 地BM：削除

2012/11/14 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2012/11/12 本州北西岸 金沢 北陸BM：最近調査年月の変更

2012/11/12 本州北西岸 輪島 地BM：最近調査年月の変更

2012/11/12 本州北西岸 七尾 地BM：削除

2012/11/12 本州北西岸 新湊 北陸BM：最近調査年月の変更

2012/11/12 本州北西岸 直江津 HBM：最近調査年月の変更

2012/11/07 北海道北岸 紋別 港湾建設事務所の名称変更

2012/11/07 北海道西岸 稚咲内 HBM：削除

2012/11/07 北海道西岸 鬼鹿 HBM：削除

2012/11/07 北海道西岸 留萌 港湾建設事務所の名称変更

2012/11/07 北海道南岸 十勝 開BM：最近調査年月の変更

2012/11/07 北海道南岸 十勝 地BM：最近調査年月の変更

2012/11/07 本州東岸 鹿島 関東BM：最近調査年月の変更

2012/10/26 瀬戸内海　伊予灘 別府 九州BM:最近調査年月の変更

2012/10/26 本州北西岸 赤碕 HBM:最近調査年月の変更

2012/09/13 本州北岸 龍飛埼 HBM：所在の変更,HBM及び地BM：最近調査年月の変更

2012/09/13 本州北岸 三厩 HBM:削除

2012/09/13 本州北西岸 鯵ケ沢 + 符：削除

2012/09/13 東京湾 船橋 県BM：最近調査年月の変更

2012/09/13 本州南岸 田子の浦 HBM:最近調査年月の変更

2012/07/27 九州東岸 宮崎 HBM：最近調査年月の変更

2012/07/27 南西諸島 黒島　大里 新規掲載

2012/07/26 関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2012/07/26 本州南岸 錦 HBM：最近調査年月の変更

2012/07/26 本州南岸 長島 新規掲載

2012/06/14 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2012/06/14 九州北岸 対馬　厳原 地BM：最近調査年月の変更

2012/06/14 瀬戸内海　伊予灘 別府 地BM：削除

2012/06/14 九州北岸 唐津 地BM：削除

2012/06/14 本州北西岸 新潟　西部 北陸BM:最近調査年月の変更

2012/06/14 本州北西岸 新潟　東部 北陸BM:最近調査年月の変更

2012/06/08 北海道西岸 稚内 地BM：最近調査年月の変更

2012/05/17 本州東岸　会瀬 会瀬 新規採用

2012/05/17 瀬戸内海  周防灘 中津 県BM：最近調査年月の変更

2012/05/17 瀬戸内海  関門海峡 長府 九州BM：最近調査年月の変更

2012/05/17 瀬戸内海  関門海峡 南風泊 九州BM：最近調査年月の変更

2012/05/17 九州北岸 豆酘 HBM：採用年の変更

2012/05/17 九州西岸 太田和 HBM：所在の変更

2012/05/17 本州北西岸 伏木 北陸BM：最近調査年月の変更

2012/05/17 本州北西岸 粟島 HBM:最近調査年月の変更

2012/05/17 本州北西岸 粟島 地BM：最近調査年月の変更

2012/05/10 南西諸島　硫黄鳥島 硫黄鳥島 新規掲載

2012/05/10 本州北南岸　伏木富山 富山 HBM：最近調査年月の変更

2012/05/10 本州北南岸　伏木富山 富山 新規掲載

2012/05/10 本州北西岸　能生 能生 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/10 九州西岸　下甑島 手打 新規掲載

2012/04/09 本州南岸　日高 御坊 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 四国南岸　室戸岬 室戸岬 HBM：最近調査年月の変更

2012/04/09 四国南岸　宿毛湾 宿毛湾 HBM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　紀伊水道 栖原 HBM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　紀伊水道 海南 地BM：最近調査年月の変更
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2012/04/09 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　紀伊水道 橘 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　紀伊水道 富岡 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　大阪湾 大阪 市BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　大阪湾 神戸 気BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　明石海峡 垂水 HBM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　明石海峡 垂水 地BM：最近調査年月の変更

2012/04/09 瀬戸内海　播磨灘 姫路　飾磨 県BM：最近調査年月の変更

2012/04/03 南西諸島　伊平屋 伊平屋 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 辺土名 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 仲尾次 県BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 渡久地 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 前兼久 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 都屋 県BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 糸満 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 奥武島　奥武 県BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 奥武島　奥武 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 津波古 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 石川 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 東 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 渡嘉敷 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 阿嘉 県BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 儀間 県BM：削除

2012/04/03 南西諸島　沖縄島 平良 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　西表島 仲間 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　波照間島 波照間 地BM：削除

2012/04/03 南西諸島　与那国島 久部良 県BM：削除

2012/03/29 瀬戸内海  周防灘 宇部 中国BM：追加

2012/03/29 北海道西岸 原口 HBM：削除

2012/03/29 本州南岸 松崎 HBM：削除

2012/03/29 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM：削除

2012/03/29 九州北岸 佐賀 HBM：削除

2012/03/29 九州西岸　島原湾 長洲 HBM：削除

2012/03/29 九州西岸 合津 HBM：削除

2012/03/29 九州西岸　天草下島 富岡（漁港） HBM：削除

2012/03/29 南西諸島　池間島 池間 HBM：削除

2012/03/27 北海道西岸 瀬棚 地BM：TP下の変更

2012/03/27 北海道西岸 瀬棚 開BM：最近調査年月の変更

2012/03/27 北海道西岸 羽幌 開BM：所在の変更

2012/03/27 北海道西岸 寿都 HBM：所在の変更

2012/03/26 本州南岸 浜島 HBM：最近調査年月の変更

2012/03/21 本州東岸 神津島 ＨBM：追加、HBM：削除

2012/03/01 九州西岸 京泊 HBM：追加

2012/03/01 九州北岸 博多  東浜 BM、地BM：最近調査年月の変更

2012/03/01 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2012/03/01 瀬戸内海  伊予灘 大分　鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2012/02/15 本州東岸 那珂湊 県BM：追加

2012/02/15 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 広島　江の浦 HBM：追加、Zo：追加

2012/01/04 本州東岸 気仙沼 市BM：追加、県BM：削除

2012/01/04 本州東岸 相馬 地BM：追加、県BM：削除

2012/01/04 本州東岸 小名浜 気BM：追加、球分体：削除

2011/12/27 瀬戸内海  大阪湾 岸和田 地BM：削除

2011/12/22 九州西岸 京泊 HBM：削除

2011/10/27 本州東岸 日立 関東BM：追加

2011/10/05 九州南岸 鹿児島　鹿児島 気BM：追加

2011/09/20 瀬戸内海  燧灘 観音寺 HBM：削除

2011/08/24 南西諸島　沖縄島 那覇 HBM：削除

2011/07/22 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 坂出 市BM：追加、市BM：削除

2011/07/22 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 坂出 地BM：追加

2011/07/21 本州東岸 大船渡 BM：追加、東北BM：削除

2011/07/21 本州東岸 銚子　銚子漁港 HBM：追加

2011/07/21 本州東岸 銚子　銚子漁港 県BM：追加

2011/07/13 北海道西岸 石狩湾 HBM：基本水準標下の変更、Zoの変更

2011/07/13 北海道西岸 石狩湾 地BM：追加

2011/07/07 本州東岸 気仙沼 県BM：追加
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2011/07/07 本州東岸 志津川 県BM：追加

2011/07/07 本州東岸 女川 県BM：追加

2011/06/24 本州東岸 大洗 県BM：追加

2011/06/22 南西諸島 沖縄島 金武 HBM：追加、HBM:削除

2011/06/20 本州東岸 釜石 HBM：追加

2011/06/20 本州東岸 石巻 東北BM：追加

2011/06/09 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 東北BM：追加

2011/06/09 本州東岸 仙台塩釜　仙台 東北BM：追加

2011/06/09 本州東岸 相馬 県BM：追加

2011/06/09 本州東岸 常陸那珂 県BM：追加

2011/06/09 本州東岸 鹿島 関東BM：追加

2011/06/03 九州南岸 鹿児島　鹿児島 気BM：削除

2011/06/03 本州東岸 久慈 東北BM：追加

2011/06/03 本州東岸 宮古 東北BM：追加

2011/06/03 本州東岸 大船渡 東北BM：追加

2011/05/19 南西諸島 種子島 西之表 HBM：最近調査年月の変更

2011/05/19 南西諸島 種子島 西之表 地BM：追加

2011/05/18 北海道南岸 苫小牧　西部 開BM：追加、開BM：削除

2011/05/18 北海道南岸 苫小牧　西部 地BM：追加

2011/05/18 北海道南岸 苫小牧　東部 HBM：採用年月の変更、最近調査年月の削除及び基本水準標下の変更

2011/05/18 北海道南岸 苫小牧　東部 地BM：追加

2011/05/18 本州東岸 八戸 東北BM：追加

2011/05/18 本州東岸 小名浜 球分体：追加

2011/05/12 本州南岸　伊勢湾 名古屋 BM：追加、BM：削除

2011/03/31 本州東岸
平成23年(2011年）東北地方太平洋沖地震に伴い、東北地方及びその
周辺で地殻変動が大きかった基本水準標または水準点等から最低水
面までの高さを削除

2011/03/11 瀬戸内海  周防灘 宇部 BM：削除

2011/03/11 九州西岸　島原湾 島原新港 県BM：削除

2011/03/11 九州西岸　島原湾 多比良 県BM：削除

2011/03/11 九州西岸　島原湾 熊本 HBM：最近調査年月の変更

2011/03/11 九州西岸　八代海 八代 九州BM：最近調査年月の変更

2011/02/24 南西諸島 石垣島 石垣 気BM：追加、気BM：削除

2011/01/21 本州南岸 吉津 HBM：追加

2011/01/21 本州南岸 赤羽根 HBM：追加、HBM:削除

2011/01/21 本州南岸　三河湾 衣浦 HBM：最近調査年月の変更

2011/01/20 北海道西岸 奥尻島　奥尻 開BM：追加

2011/01/05 瀬戸内海  大阪湾 大阪　堺 HBM：最近調査年月の変更

2011/01/05 瀬戸内海  播磨灘 淡路島　江井 HBM：最近調査年月の変更

2011/01/05 瀬戸内海  播磨灘 都志 HBM：最近調査年月の変更

2011/01/05 瀬戸内海  播磨灘 相生 HBM：最近調査年月の変更

2010/12/17 九州北岸 勝本 HBM：最近調査年月の変更

2010/12/09 本州南岸　駿河湾 焼津 県BM：採用年月、基本水準標下の変更

2010/12/09 本州南岸 三崎　三崎 県BM：追加、HBM：削除

2010/12/09 東京湾 京浜　川崎 市BM：最近調査年月の変更

2010/12/09 北海道西岸　利尻島 鴛泊 開BM：追加、地BM：追加

2010/11/09 瀬戸内海  来島海峡 小島 四国BM：追加、四国BM：削除

2010/11/04 本州南岸　三河湾 三河　豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2010/11/04 本州南岸　三河湾 衣浦 HBM：最近調査年月の変更

2010/11/04 本州南岸　伊勢湾 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2010/11/04 本州南岸　伊勢湾 四日市 HBM：最近調査年月の変更

2010/11/04 本州南岸　伊勢湾 松坂 県BM：最近調査年月の変更

2010/11/04 北海道西岸 青苗 開BM：追加、地BM：追加

2010/11/04 東京湾 芝浦 HBM：削除

2010/10/06 瀬戸内海  播磨灘 赤穂 HBM：最近調査年月の変更

2010/10/06 瀬戸内海  明石海峡 明石 県BM：最近調査年月の変更

2010/10/06 瀬戸内海  大阪湾 尼崎西宮芦屋　尼崎 市BM：最近調査年月の変更

2010/10/06 瀬戸内海  大阪湾 淡輪 府BM：最近調査年月の変更

2010/10/06 瀬戸内海  鳴門海峡 撫養 HBM：最近調査年月の変更

2010/10/06 瀬戸内海  紀伊水道 栖原 HBM：最近調査年月の変更

2010/10/06 本州南岸 日高　御坊 地BM：最近調査年月の変更

2010/10/06 四国南岸 高知 地BM：最近調査年月の変更

2010/09/24 瀬戸内海  周防灘 徳山下松　　徳山 HBM：最近調査年月の変更

2010/09/24 瀬戸内海  備讃瀬戸及び付近 与島 四国BM：最近調査年月の変更

2010/09/24 本州北西岸 三隅 中国BM：最近調査年月の変更
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2010/09/24 本州北西岸 中海　大根島 HBM：削除

2010/09/24 本州北西岸 福井　福井 地BM：最近調査年月の変更

2010/09/21 南西諸島　尖閣諸島 大正島 Zo記載

2010/09/01 南西諸島 中之島 HBM：最近調査年月の変更、地BM：追加

2010/09/01 南西諸島　奄美大島 名瀬 HBM：最近調査年月の変更、地BM：追加

2010/09/01 北海道北岸 宗谷岬 HBM：削除

2010/08/27 九州西岸 三重式見 県BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 九州西岸　島原湾 三池 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/27 九州西岸 長崎　松ヶ枝 気BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 瀬戸内海  関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 瀬戸内海  周防灘 中津 県BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 東京湾 横須賀　走水 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/27 東京湾 木更津　君津 県BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 本州東岸 常陸那珂 県BM：最近調査年月の変更

2010/08/27 本州東岸 大洗 県BM：最近調査年月の変更

2010/08/20 九州西岸 串木野 HBM：所在表記の訂正

2010/08/20 九州西岸 牛深 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/20 九州西岸 三角 HBM：所在表記の訂正

2010/08/20 本州北西岸 酒田 東北BM：最近調査年月の変更

2010/08/20 本州東岸 久慈 東北BM：最近調査年月の変更

2010/08/20 本州東岸 むつ小川原 東北BM：最近調査年月の変更

2010/08/10 九州西岸　五島列島 小値賀島　笛吹 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/10 九州西岸 佐世保 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/10 九州北岸 博多　東浜 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/10 瀬戸内海  伊予灘 大分  鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/10 本州北西岸 見島　宇津 HBM：最近調査年月の変更

2010/08/10 本州北西岸 粟島 HBM:最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2010/05/20 本州東岸 那珂湊 県BM：追加、Ｚｏの変更

2010/05/20 本州北岸 大湊 HBM：削除

2010/05/20 本州東岸 気仙沼 HBM：削除

2010/05/20 九州北岸　対馬 浅茅湾　竹敷 地BM：削除

2010/05/20 九州北岸 唐津 HBM：削除、九州BM：削除

2010/05/20 九州西岸　五島列島 福江島　富江 + 符：削除

2010/05/20 九州西岸　島原湾 三池 BM：削除

2010/05/20 九州南岸 枕崎 地BM：削除

2010/05/20 南西諸島　沖縄島 金武湾　平安座島 + 符：削除

2010/05/20 南西諸島　沖縄島 金武湾　石川 + 符：削除

2010/05/20 東京湾 京浜　東京　築地 削除

2010/03/02 本州東岸 小名浜 気BM：追加、HBM：削除

2010/02/18 瀬戸内海  広島湾 音戸ノ瀬戸 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2010/02/04 南西諸島 奄美大島　名瀬 ＨBM：追加、HBM：削除

2010/02/04 北海道南岸 歯舞 ＨBM：追加、HBM：削除

2009/10/29 東京湾 京浜　東京　晴海 気BM：最近調査年月の変更

2009/10/29 本州南岸 伊東 HBM：最近調査年月の変更

2009/10/28 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2009/10/14 本州北西岸 特牛 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2009/09/30 九州北岸 対馬　廻｛唐洲浦｝ 地BM：追加

2009/08/19 東京湾 京浜　横浜　横浜 HBM：最近調査年月の変更

2009/08/19 瀬戸内海  関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2009/08/19 九州北岸 対馬　小茂田 HBM：削除

2009/08/19 九州北岸 対馬　久根浜 HBM：最近調査年月の変更

2009/08/04 本州南岸　駿河湾 田子の浦 HBM：最近調査年月の変更

2009/07/28 九州西岸　平戸瀬戸 平戸 九州BM：削除

2009/07/28 九州西岸　平戸瀬戸 田平 九州BM：削除

2009/07/28 瀬戸内海  関門海峡 長府 九州BM：最近調査年月の変更

2009/07/15 瀬戸内海  周防灘 苅田 九州BM：追加、九州BM：削除

2009/07/10 東京湾 千葉　葛南　船橋 県BM：最近調査年月の変更

2009/07/01 瀬戸内海  大阪湾 大阪 　大阪 市BM：追加

2009/06/25 瀬戸内海  明石海峡 垂水 HBM：最近調査年月の変更

2009/06/25 瀬戸内海  明石海峡 垂水 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2009/06/18 瀬戸内海  燧灘 新居浜 HBM：最近調査年月の変更

2009/06/17 東京湾 千葉　千葉　千葉 県BM、地BM：最近調査年月の変更

2009/06/10 九州北岸 博多   東浜 BM：最近調査年月の変更

2009/06/08 瀬戸内海  備讃瀬戸及び付近 味野 県BM：最近調査年月の変更

2009/05/01 瀬戸内海  大阪湾 神戸 気BM：採用年月、基本水準標下の変更
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2009/04/30 瀬戸内海　燧灘 三島川之江　三島 県BM：最近調査年月の変更

2009/04/10 本州南岸 三河　豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2009/04/10 本州南岸 三河　蒲郡 HBM：最近調査年月の変更

2009/03/27 本州南岸　伊勢湾 鬼崎 地BM：最近調査年月の変更

2009/03/27 本州南岸　伊勢湾 伊倉津 ＋符：削除

2009/03/27 本州南岸 五ケ所 ＨBM：追加

2009/03/27 瀬戸内海  来島海峡 今治 地BM：追加

2009/03/27 瀬戸内海  来島海峡 今治 市BM：採用年月、基本水準標下の変更

2009/03/24 南方諸島 神津島 HBM：追加

2009/03/17 本州東岸 銚子　銚子漁港 HBM、県BM：最近調査年月の変更

2009/03/12 瀬戸内海  関門海峡 関門　西山　南風泊 九州BM：最近調査年月の変更

2009/03/05 本州南岸 沼津 ＨBM：採用年月、基本水準標下の変更

2009/03/03 南方諸島 八丈島　神湊 HBM：最近調査年月の変更

2009/02/12 本州北西岸 粟島 HBM、地BM：最近調査年月の変更

2009/02/03 本州北西岸 富来 HBM：追加

2009/01/26 本州南岸 下田 中部BM：最近調査年月の変更

2009/01/16 本州北西岸 両津 HBM：削除

2009/01/14 瀬戸内海　周防灘 徳山下松　徳山 HBM：最近調査年月の変更

2008/12/25 九州北岸 対馬　仁田湾　伊奈 地BM：追加

2008/12/25 九州北岸 対馬　三根湾　狩尾 HBM：最近調査年月の変更

2008/12/25 瀬戸内海  播磨灘 湊 HBM：削除

2008/12/19 東京湾 京浜　東京　晴海 気BM：追加、地BM:追加

2008/12/05 本州南岸 四日市 ＋符：最近調査年月の変更

2008/11/20 本州北西岸 新潟　西部 BM：TP下の削除

2008/11/20 本州北西岸 直江津 地BM：削除

2008/11/20 本州南岸 名古屋 BM:最近調査年月の変更

2008/11/12 九州西岸 佐世保 HBM：最近調査年月の変更

2008/11/12 瀬戸内海　豊後水道 宇和島 気BM：削除

2008/10/16 本州南岸 衣浦 HBM：最近調査年月の変更

2008/10/16 瀬戸内海  播磨灘 東播磨　二見 県BM：削除

2008/10/16 瀬戸内海  播磨灘 東播磨　別府 ＋符：削除

2008/10/01 瀬戸内海  備讃瀬戸及び付近 坂出 市BM：最近調査年月の変更

2008/09/29 東京湾 京浜　横浜　横浜 HBM：最近調査年月の変更

2008/09/29 東京湾 千葉　千葉　千葉 県BM：最近調査年月の変更

2008/09/18 東京湾 京浜　川崎 市BM：採用年月の変更、基本水準標下の変更

2008/09/16 東京湾 京浜　横浜　山之内 市BM：最近調査年月の変更

2008/09/16 東京湾 横須賀   横須賀 HBM：最近調査年月の変更

2008/09/16 本州南岸  駿河湾 清水 気BM：最近調査年月の変更

2008/09/16 本州南岸　駿河湾 焼津 県BM：最近調査年月の変更

2008/09/12 瀬戸内海  備讃瀬戸及び付近 多度津 HBM：最近調査年月の変更

2008/09/04 瀬戸内海  広島湾 呉 HBM:最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2008/08/21 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2008/08/21 瀬戸内海  播磨灘 相生 HBM：所在表記の訂正

2008/07/18 九州北岸 博多　東浜 BM：最近調査年月の変更

2008/07/18 瀬戸内海  伊予灘 大分　 鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2008/06/24 瀬戸内海　大阪湾 神戸 気BM：最近調査年月の変更

2008/06/06 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松山 気BM：最近調査年月の変更

2008/06/02 南西諸島 宮古島   平良 HBM：追加、HBM:削除

2008/05/23 本州北西岸 富来 県BM：削除

2008/05/15 瀬戸内海　周防灘 関門   新門司 HBM：削除

2008/05/08 本州南岸 三河   蒲郡 HBM：最近調査年月の変更

2008/04/22 瀬戸内海  関門海峡 関門 　門司 HBM：最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2008/04/22 瀬戸内海　豊後水道 下浦｛佐賀関｝ 地BM：追加

2008/04/15 本州北岸 陸奥湾 　 大湊 HBM：最近調査年月の変更

2008/04/01 九州北岸 博多   東浜 BM：最近調査年月の変更

2008/04/01 瀬戸内海  伊予灘 大分　 鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2008/04/01 本州北西岸 舞鶴 気BM：追加、HBM:削除

2008/04/01 本州北西岸 舞鶴 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2008/03/21 本州南岸 四日市 ＋符：最近調査年月の変更

2008/03/18 本州南岸 鬼崎 地BM：最近調査年月の変更

2008/03/12 本州南岸 三河　豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2008/03/12 本州南岸 五ケ所 HBM：削除

2008/03/03 九州北岸 対馬　鰐浦 Zo記載

2008/03/03 九州北岸 対馬　大河内湾 地BM：追加

2008/03/03 九州北岸 対馬　佐須奈 地BM：追加



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2008/02/13 東京湾 横須賀   久里浜 BM：最近調査年月の変更

2008/02/12 本州北岸 龍飛埼 HBM：採用年月、基本水準標下の変更

2008/02/12 本州北岸 龍飛埼 地BM：追加、地BM：削除

2008/02/12 本州東岸 釜石 地BM：TP下の変更

2008/02/12 本州東岸 大船渡 地BM：追加、地BM：削除

2008/01/25 東京湾 横須賀   横須賀 HBM：追加、HBM:削除

2008/01/25 東京湾 横須賀　 横須賀 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2008/01/22 瀬戸内海  備後灘 白石島 HBM：追加

2008/01/21 本州北西岸 粟島 HBM:最近調査年月の変更、地BM：最近調査年月の変更

2008/01/18 瀬戸内海　周防灘 徳山下松　徳山 HBM:最近調査年月の変更

2008/01/09 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　 水島 県BM:最近調査年月の変更

2007/12/27 北海道南岸 浦河 HBM:削除、開BM：追加、地BM：最近調査年月の変更

2007/12/18 瀬戸内海　大阪湾 大阪　 大阪 市BM:削除

2007/12/05 本州南岸 名古屋 BM:最近調査年月の変更

2007/12/05 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松前 HBM:削除

2007/12/05 九州北岸 泉湾 HBM：採用年月、基本水準標下及びZoの変更

2007/12/05 九州北岸 豆酘 HBM：基本水準標下及びZoの変更

2007/12/05 九州南岸　鹿児島湾 喜入 BM：所在の表記の変更及び最近調査年月の変更

2007/10/25 本州南岸 衣浦 HBM:最近調査年月の変更

2007/09/21 南西諸島 種子島　西之表 HBM:最近調査年月の変更

2007/07/26 本州北西岸 刈羽 HBM:削除

2007/07/26 本州北西岸 柏崎 HBM:削除

2007/07/26 本州北西岸 柏崎 地BM：削除

2007/07/26 瀬戸内海　播磨灘 姫路　飾磨 県BM：追加

2007/07/18 本州北西岸 深浦 HBM:削除

2007/07/18 本州北西岸 深浦 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2007/07/04 瀬戸内海　大阪湾 尼崎西宮芦屋　尼崎 市BM：追加

2007/07/04 瀬戸内海　大阪湾 尼崎西宮芦屋　尼崎 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2007/07/04 南方諸島 三宅島  阿古 HBM:採用年月及び基本水準標下の変更

2007/07/04 本州北西岸 田儀 HBM:採用年月及び基本水準標下の変更

2007/07/04 本州北西岸 田儀 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2007/06/15 本州南岸 三河　蒲郡 HBM:最近調査年月の変更

2007/06/15 九州西岸 福江島　　福江 気BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 九州西岸 小値賀島  笛吹 HBM：最近調査年月の変更

2007/06/15 九州西岸
五島列島  宇久島
平

県BM：所在表記の変更

2007/06/15 九州西岸 三重式見 県BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 九州北岸 万関瀬戸　西口 九州BM：所在表記の訂正及び最近調査年月の変更

2007/06/15 九州北岸 万関瀬戸　中央 九州BM：所在表記の訂正及び最近調査年月の変更

2007/06/15 九州北岸 郷ノ浦 HBM：最近調査年月の変更

2007/06/15 九州北岸 博多　東浜 BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 九州北岸 芦屋 県BM：削除

2007/06/15 九州北岸 脇田 HBM：削除

2007/06/15 九州北岸 白島 市BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 本州北西岸 特牛 HBM：削除

2007/06/15 本州北西岸 吉見 HBM：削除

2007/06/15 瀬戸内海　豊後水道 津久見 地BM：所在表記の訂正及び最近調査年月の変更

2007/06/15 瀬戸内海　豊後水道 臼杵 県BM：削除

2007/06/15 瀬戸内海　関門海峡 南風泊 九州BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 瀬戸内海　関門海峡 長府 九州BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 瀬戸内海　関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2007/06/15 瀬戸内海　周防灘 宇部 中国BM：所在表記の訂正

2007/06/15 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 尾道糸崎　尾道 県BM：追加

2007/06/15 本州南岸 松阪 県BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 与島 四国BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　水島 県BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　玉島 HBM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　備後灘 福山 HBM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 尾道糸崎　松永 中国BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　燧灘 三島川之江　三島 県BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　来島海峡 今治 市BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 瀬戸内海　安芸灘 広湾　広 中国BM：最近調査年月の変更

2007/05/21 本州北西岸 富来 県BM：追加

2007/05/21 本州北西岸 富来 HBM：削除

2007/05/21 本州南岸 衣浦 HBM:追加、＋符:削除

2007/05/21 本州南岸 衣浦 地BM：追加
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2007/05/21 本州南岸 師崎 HBM：追加

2007/05/21 本州南岸 師崎 地BM：追加

2007/05/21 南西諸島 運天 HBM：追加、HBM:削除

2007/05/21 北海道西岸 天売 HBM：追加、HBM:削除

2007/05/21 本州南岸 八幡野 HBM：追加

2007/05/14 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 糸崎 HBM：最近調査年月の変更

2007/04/10 北海道北岸 紋別 地BM：TP下の変更

2007/04/04 播磨灘　淡路島 江井 ＨBM：採用年月及び基本水準標下の変更

2007/03/28 四国南岸 高知 気BM：所在表記の変更

2007/03/16 本州南岸 鬼崎 地BM：所在表記及び最近調査年月の変更

2007/03/14 北海道東岸 根室 HBM：追加

2007/03/14 北海道南岸 白老 HBM：採用年月、最近調査年月及び基本水準標下の変更

2007/03/14 北海道南岸 白老 地BM：採用年月、基本水準標下及びTP下の変更

2007/03/13 瀬戸内海　伊予灘 大分　鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2007/03/13 本州南岸 四日市 ＋符：最近調査年月の変更

2007/03/12 北海道西岸 寿都 HBM：追加

2007/03/12 北海道西岸 寿都 地BM：追加

2007/03/05 瀬戸内海　明石海峡 淡路島　岩屋 HBM：緯度、採用年月、最近調査年月及び基本水準標下の変更

2007/02/23 九州南岸 谷山 HBM：所在の変更

2007/02/23 九州東岸 志布志 地BM：削除

2007/02/22 本州南岸 田子の浦 HBM：最近調査年月の変更

2007/02/22 東京湾 京浜　芝浦 HBM：最近調査年月の変更

2007/02/22 東京湾 千葉　千葉 県BM：最近調査年月の変更

2007/02/22 本州東岸 那珂湊 ＋符：削除

2007/02/22 本州東岸 日立 球分体：追加

2007/02/22 本州東岸 日立 ＋符：削除

2007/02/15 瀬戸内海　関門海峡 弟子待 九州BM：所在及び最近調査年月の変更

2007/02/15 九州北岸 唐津 九州BM（験潮所近傍にある方）：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州北西岸 酒田 東北BM：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州東岸 久慈 東北BM：追加

2007/02/14 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 東北BM：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州東岸 大船渡 気BM：追加

2007/02/14 本州東岸 釜石 HBM：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州東岸 宮古 HBM：採用年月、最近調査年月及び基本水準標下の変更

2007/02/14 本州東岸 八戸 HBM：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州東岸 八戸 地BM：最近調査年月の変更

2007/02/14 本州東岸 尻屋 ＋符：削除

2007/02/14 本州北岸 龍飛埼 HBM：最近調査年月の変更

2007/02/01 本州北西岸 福井　福井 地BM：基本水準標下の変更

2007/02/01 本州北西岸 敦賀 地BM：基本水準標下及びTP下の変更

2007/02/01 本州北西岸 香住 地BM：基本水準標下の変更

2007/02/01 本州北西岸 大社 県BM：追加

2007/02/01 本州北西岸 大社 ＋符：最近調査年月の変更

2007/01/29 瀬戸内海　紀伊水道 和歌山 ＋符：削除

2007/01/24 東京湾 横浜　横浜 HBM：追加

2007/01/18 九州西岸 平戸瀬戸　田助 Zo記載

2007/01/12 九州北岸 対馬　厳原 地BM：最近調査年月の変更

2007/01/12 九州北岸 対馬　厳原 HBM：最近調査年月の変更

2007/01/12 瀬戸内海　関門海峡 門司 地BM：最近調査年月の変更

2007/01/12 瀬戸内海　関門海峡 門司 HBM：最近調査年月の変更

2007/01/09 九州西岸 長崎　松ヶ枝 気BM：追加

2007/01/09 九州西岸 長崎　松ヶ枝 ＋符：削除

2007/01/05 本州南岸 三河　豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2006/12/19 北海道西岸 寿都 地BM：削除

2006/12/19 北海道西岸 寿都 HBM：削除

2006/12/13 東京湾 君津 県BM：追加

2006/12/07 本州北西岸 舞鶴 地BM：基本水準標下および最近調査年月の変更

2006/12/07 本州北西岸 舞鶴 HBM：最近調査年月の変更

2006/12/01 九州西岸 住之江 緯度、経度及びZoの変更

2006/12/01 九州西岸 大浦 新規掲載

2006/12/01 九州西岸 竹崎島 削除

2006/11/22 東京湾 新山下 BM：最近調査年月の変更

2006/11/22 本州北西岸 粟島 HBM：最近調査年月の変更

2006/11/22 本州北西岸 粟島 地BM：最近調査年月の変更

2006/11/16 本州南岸 用宗 漁港原点：追加



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2006/11/16 本州南岸 用宗 静岡市BM：削除

2006/10/24 本州南岸 新宮 県BM：追加

2006/10/24 本州南岸 新宮 地BM：最近調査年月の変更

2006/10/20 北海道北岸 宇登呂 HBM：削除

2006/10/20 北海道西岸 浜益 HBM：削除

2006/09/14 瀬戸内海　大阪湾 仮屋 地BM：追加

2006/09/14 瀬戸内海　大阪湾 仮屋 HBM：追加

2006/09/12 瀬戸内海　紀伊水道 沼島 BM：削除

2006/09/12 北海道西岸 青苗 HBM：削除

2006/09/12 北海道西岸 奥尻 HBM：削除

2006/09/01 九州西岸 中通島　青方 県BM：最近調査年月の変更

2006/09/01 九州北岸 壱岐島　郷ノ浦 HBM：最近調査年月の変更

2006/09/01 九州北岸 玄界島 HBM：最近調査年月の変更

2006/09/01 九州北岸 博多　東浜 BM：最近調査年月の変更

2006/09/01 本州南岸 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2006/09/01 本州南岸 三河　蒲郡 HBM：最近調査年月の変更

2006/08/31 本州東岸 石巻 東北BM：追加

2006/08/31 本州東岸 石巻 BM：削除

2006/08/29 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 宇野 県BM：所在表現の変更

2006/08/29 本州北西岸 宇野 地BM：最近調査年月の変更

2006/08/29 本州北西岸 粟島 HBM：最近調査年月の変更

2006/08/29 瀬戸内海　伊予灘 大分　鶴崎 地BM：最近調査年月の変更

2006/08/29 瀬戸内海　伊予灘 大分　鶴崎 HBM：最近調査年月の変更

2006/08/29 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松山 地BM：削除

2006/08/29 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 尾道糸崎　尾道 地BM：削除

2006/08/29 本州南岸 新宮 HBM：削除
2006/08/29 本州南岸 衣浦 ＋符：最近調査年月の変更
2006/08/29 東京湾 芝浦 HBM：最近調査年月の変更

2006/08/29 北海道西岸 小樽 HBM：所在表現および最近調査年月の変更

2006/08/29 北海道西岸 小樽 地BM（7396号）：追加

2006/08/29 北海道西岸 小樽 地BM（準基312号）：削除

2006/08/29 北海道西岸 宗谷 HBM：削除

2006/08/29 北海道西岸 富磯 HBM：削除

2006/08/23 本州北西岸 仙崎 HBM：追加

2006/08/22 九州西岸 鬼池 県BM：追加

2006/08/22 四国南岸 宿毛湾 HBM：移設に伴う更新

2006/08/22 四国南岸 宿毛湾 地BM：削除

2006/07/07 九州西岸 三池 HBM：採用年月の変更、最近調査年月の削除、基本水準標下、Zoの変更

2006/07/07 九州西岸 三池 BM：採用年月の変更、最近調査年月の削除、基本水準標下、Zoの変更

2006/06/20 北海道南岸 浦河 地BM：採用年月の訂正

2006/05/19 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 HBM：追加

2006/05/19 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 丸亀 地BM：追加

2006/05/19 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 向島　津部田 HBM：追加

2006/05/19 瀬戸内海　周防灘 徳山 地BM：採用年月、基本水準標下、TP下の変更および最近調査年月の削除

2006/05/19 瀬戸内海　周防灘 徳山 HBM：最近調査年月の変更

2006/05/11 本州南岸 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2006/05/11 本州南岸 三河　蒲郡 HBM：追加

2006/05/11 本州南岸 三河　蒲郡 ＋符：削除

2006/05/11 本州南岸 清水 気BM：最近調査年月の変更

2006/05/11 本州南岸 沼津 県BM：追加

2006/05/11 九州北岸 伊万里　波瀬 地BM：追加

2006/05/11 九州北岸 伊万里　波瀬 県BM：追加

2006/05/08 九州西岸 中通島　有川 県BM：追加

2006/05/08 九州西岸 佐世保 地BM：採用年月、基本水準標下、TP下の変更および最近調査年月の削除

2006/05/08 九州西岸 佐世保 HBM：追加

2006/05/08 九州西岸 佐世保 HBM：削除

2006/05/08 九州北岸 馬渡島 町BM：追加

2006/05/08 本州北岸 大湊 HBM：位置（経度）の変更

2006/05/08 北海道南岸 十勝 開BM：追加

2006/05/08 北海道南岸 十勝 地BM：追加

2006/05/08 北海道南岸 浦河 地BM：追加

2006/04/13 本州南岸 鵜殿 地BM：追加

2006/04/05 北海道南岸 えりも 開BM：追加

2006/04/05 北海道北岸 網走 気BM：追加

2006/04/05 北海道北岸 網走 地BM：最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2006/04/05 北海道北岸 網走 HBM：削除

2005/07/06 瀬戸内海 備讃瀬戸　男木島 新規掲載

2005/07/06 本州南岸 八丈島　神湊 水産試験場の名称を変更

2005/03/31 瀬戸内海 広島 地BM：追加

2005/03/31 瀬戸内海 広島 HBM：採用年月、基本水準標下の変更

2005/03/31 南西諸島 平敷屋 県BM：削除

2005/03/31  南西諸島 平安座島 HBM：追加

2005/03/10 九州東岸 大泊 HBM：最近調査年月の変更

2005/03/10 南西諸島 名瀬 HBM：最近調査年月の変更

2005/03/04 北海道西岸 焼尻 開BM：亡失のため削除

2005/02/28 本州南岸 下田 中部BM：追加

2005/02/28 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 所在表現の変更

2005/02/28 北海道南岸 浦河 HBM：追加

2005/02/21 三原瀬戸及び付近 土生 HBM：削除

2005/02/02 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 東北BM：最近調査年月の変更

2005/02/02 本州南岸 四日市 HBM：最近調査年月の変更

2005/01/28 本州北西岸 浜坂 県BM：新規採用（前基本水準標亡失のため）

2005/01/21 本州北西岸 鼠ヶ関 地BM：採用年月、基本水準標下、ＴＰ下の追加

2005/01/21 九州西岸 鬼池港 新規掲載

2005/01/21 九州南岸 根占 HBM：位置の変更,基本水準標下の変更

2005/01/04 東京湾 千葉 県BM,地BM：最近調査年月の変更

2004/12/17 本州北西岸 二見 HBM：最近調査年月の変更

2004/12/17 本州北西岸 二見 地BM：基本水準標下の変更

2004/12/17 本州東岸 むつ小川原 東北BM：最近調査年月の変更

2004/12/17 本州東岸 仙台 東北BM：最近調査年月の変更

2004/12/17 本州北西岸 秋田船川秋田 東北BM：最近調査年月の変更

2004/12/17 周防灘 宇部 中国BM：移設

2004/12/06 東京湾 横浜 HBM：削除

2004/12/01 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 東北BM：追加

2004/12/01 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 地BM：削除

2004/12/01 本州東岸 仙台塩釜　塩釜 県BM：削除

2004/12/01 本州北西岸 敦賀 HBM（S54～）：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州北西岸 敦賀 HBM：追加

2004/12/01 本州北西岸 敦賀 地BM：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州南岸 衣浦 ＋符：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州南岸 鬼崎 地BM：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州南岸 三河 豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州南岸 三河 蒲郡 +符：最近調査年月の変更

2004/12/01 本州南岸 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2004/11/25 本州南岸 宇久須 地BM：追加

2004/11/25 本州北西岸 粟島 ＨBM：地盤変動により「最低水面」等の変更

2004/11/25 本州北西岸 粟島 地BM：地盤変動により「最低水面」等の変更

2004/11/16 東京湾 芝浦 HBM：基本水準標下の変更

2004/10/22 北海道東岸 根室 HBM：削除

2004/10/07 本州南岸 御前崎 気BM：最近調査年月の変更

2004/10/07 本州南岸 八幡野 HBM：削除

2004/10/01 本州北岸 大湊 HBM：採用年月、基本水準標下変更、最近調査年月の削除

2004/10/01 本州北岸 大湊 地BM：採用年月、基本水準標下、TP下変更、調査年月削除

2004/10/01 本州東岸 釜石 HBM：最近調査年月の変更

2004/09/17 北海道南岸 函館 球分体：削除、気BM：追加、地BM：追加

2004/09/17 北海道南岸 霧多布 球分体：削除、開BM：追加

2004/09/09 瀬戸内海　燧灘 四阪島 HBM：最近調査年月の変更

2004/08/25 南西諸島 硫黄島 HBM：追加

2004/08/25 瀬戸内海　周防灘 上関 HBM：追加

2004/08/25 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 岡山 県BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 宇野 県BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 与島 四国BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 松永 中国BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　来島海峡 今治 市BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　釣島水道及び付近 松山 気BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　伊予灘 長浜 県BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　周防灘 下松 HBM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　周防灘 三田尻 気BM：最近調査年月の変更

2004/08/25 瀬戸内海　周防灘 中関 県BM：最近調査年月の変更

2004/08/16 九州西岸 苓北 BM：削除
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2004/08/04 本州東岸 仙台塩釜仙台 地BM、東北BM：最近調査年月の変更

2004/08/04 本州東岸 清水 気BM：最近調査年月の変更

2004/08/02 本州東岸 前坂下 地BM：追加

2004/08/02 本州東岸 釜石 HBM：最近調査年月の変更

2004/08/02 本州北西岸 伊根 BM：削除

2004/08/02 本州北西岸 大社 ＋符：削除

2004/07/20 瀬戸内海　周防灘 小野田 HBM：削除

2004/06/24 南方諸島 八丈島　神湊 HBM：最近調査年月の変更

2004/06/04 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 味野 県BM：追加

2004/06/04 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 釜ノ越 ＋符：削除

2004/06/04 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 小佐木島 HBM＋符：削除

2004/06/04 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 北浦 HBM：追加

2004/05/25 東京湾 船橋 県BM：最近調査年月の変更

2004/05/17 瀬戸内海 海南 岸壁側面＋符：削除

2004/05/17 瀬戸内海 江井 県BM：削除

2004/05/13 東京湾 根岸 横浜市BM（407号）：削除

2004/05/13 南方諸島 八重根 BM：所在表現の変更

2004/04/30 本州東岸 勝浦 南防波堤中央部にあるHBM：削除

2004/04/19 南西諸島 伊江 HBM：採用年月の変更

2004/04/12 九州西岸 崎戸 県BM：追加

2004/04/07 九州西岸 田平 HBM：所在表現の変更

2004/04/07 南西諸島 普天間 HBM：損壊のため削除

2004/04/05 本州北岸 龍飛 HBM：最近調査年月の変更

2004/04/05 本州北岸 大湊 HBM：最近調査年月の変更

2004/04/05 本州東岸 石巻 HBM+符：削除、東北BM：追加

2004/04/05 本州東岸 女川 訂正　HBM(金属標)→東北電力BM(金属標)

2004/04/05 本州北西岸 秋田船川秋田 HBM+符：削除、地BM：削除、東北BM：追加

2004/04/05 本州北西岸 酒田 BM：最低水面の変更

2004/04/05 本州北西岸 能代 HBM：最近調査年月の変更

2004/04/05 本州北西岸 境 気BM：最低水面の変更

2004/04/05 本州北西岸 舞鶴 HBM，地BM：最近調査年月の変更

2004/04/05 本州北西岸 島後　西郷 HBM側面+符：不存在のため削除

2004/04/05 本州北西岸 河下 県BM：削除

2004/04/01 本州南岸 佐久島 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 立馬埼 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 福江 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 蒲郡 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 形原 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 洲崎 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 衣浦 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 師崎 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 篠島 三河湾Zo区分帯変更に伴い改訂

2004/04/01 本州南岸 三谷 設置場所が悪くまた付近に標があるため削除

2004/03/22 南西諸島 池間 県BM：不存在のため削除

2004/03/22 南西諸島 池間 宮古農林土木事務所BM：不存在のため削除

2004/03/22 南西諸島 佐良浜 県BM：不存在のため削除

2004/03/22 南西諸島 佐良浜 宮古農林土木事務所BM：不存在のため削除

2004/03/16 本州北西岸 金沢 BM：不存在のため削除

2004/03/16 本州北西岸 赤住 県BM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 舳倉島 HBM：採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 蛸島 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 飯田 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 飯田 地BM：最近調査年月の追加

2004/03/16 本州北西岸 七尾 北陸BM：最近調査年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 七尾 地BM：採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 伏木 北陸BM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 魚津 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 魚津 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 姫川 HBM：劣化のため削除

2004/03/16 本州北西岸 姫川 県BM：追加

2004/03/16 本州北西岸 能生 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 直江津 地BM：最近調査年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 柏崎 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 柏崎 地BM：採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 刈羽 HBM：位置の変更、最近調査年月の削除



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2004/03/16 本州北西岸 二見 HBM：位置、採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 二見 県BM：不存在のため削除

2004/03/16 本州北西岸 二見 地BM：採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 小木 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 小木 地BM：採用年月の変更

2004/03/16 本州北西岸 羽茂 県BM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 赤泊 HBM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 両津 HBM：所在の変更

2004/03/16 本州北西岸 岩舟 県BM：位置の変更

2004/03/16 本州北西岸 粟島 地BM：最近調査年月の追加

2004/03/09 瀬戸内海　周防灘 苅田 九州BM：新BMを設置し旧BMは撤去された

2004/02/23 瀬戸内海　燧灘 多喜浜 市BM：多喜浜には他のHBMが存在するため削除

2004/02/23 瀬戸内海　三原瀬戸及び付近 熊口 四国BM：亡失のため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備後灘 常石 地BM：亡失のため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備後灘 福山 HBM：福山には他のHBMが存在するため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 青木 四国BM：亡失のため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 玉島 地BM：亡失のため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 玉島 HBM：亡失のため削除

2004/02/23 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 多度津 県BM：多度津には他のHBMが存在するため削除

2004/02/23 九州東岸 都農 HBM：地名訂正

2004/01/27 九州北岸 博多　沖浜町 HBM：削除

2004/01/27 九州北岸 博多　沖浜町 地BM：削除

2004/01/27 九州北岸 博多　東浜 BM：最近調査年月の変更

2004/01/27 九州北岸 博多　東浜 地BM：最近調査年月の変更

2004/01/19 東京湾 館山 HBM：破損していたため削除

2004/01/19 東京湾 横浜 HBM：新規掲載

2004/01/19 東京湾 山内 横浜市BM：新規掲載

2004/01/19 東京湾 新山下 横浜市BM：新規掲載

2004/01/19 東京湾 横須賀 HBM：最近調査年月の変更

2004/01/19 東京湾 横須賀 地BM：最近調査年月の変更

2004/01/19 東京湾 久里浜 所在表現の変更

2003/12/25 本州北西岸 新潟西部 北陸BM：地盤変動により「最低水面」等の変更

2003/12/25 本州北西岸 新潟東部 北陸BM：地盤変動により「最低水面」等の変更

2003/12/22 本州南岸 四日市 BM：最近調査年月の変更

2003/11/14 本州南岸 名古屋 BM：最近調査年月の変更

2003/11/05 本州南岸 衣浦 HBM：最近調査年月の変更

2003/11/05 本州北西岸 粟島 HBM：最近調査年月の変更

2003/11/05 本州北西岸 島後（西郷） 航路標識事務所構内にあるHBM：削除

2003/11/05 本州北西岸 鳥取 県BM：削除

2003/11/05 本州北西岸 鳥取 HBM：新設

2003/11/05 北海道南岸 十勝 十勝沖地震による地盤変動のため基本水準標削除

2003/11/05 北海道南岸 庶野 十勝沖地震による地盤変動のため基本水準標削除

2003/11/05 北海道南岸 えりも 十勝沖地震による地盤変動のため基本水準標削除

2003/11/05 北海道南岸 浦河 十勝沖地震による地盤変動のため基本水準標削除

2003/11/05 北海道南岸 三石 十勝沖地震による地盤変動のため基本水準標削除

2003/11/05 九州西岸 高島 Ｚｏ記載

2003/10/06 瀬戸内海（三原瀬戸及び付近） 糸崎 HBM：新設

2003/10/06 瀬戸内海（燧灘） 観音寺 HBM：移設されたため測定し掲載

2003/10/06 本州東岸 石巻 HBM：最近調査年月の変更

2003/10/06 本州東岸 釜石 国土地理院BM（交3号）頂：最近調査年月の変更

2003/10/06 本州東岸 釜石 港湾合同庁舎構内にあるHBM頂：最近調査年月の変更

2003/10/03 南西諸島 湾（喜界島） HBM：所在表現の変更

2003/10/03 本州南岸 豊橋 HBM：最近調査年月の変更

2003/08/12 九州西岸 田助 人為的に撤去されていたため削除

2003/07/10 本州北西岸 七尾 地ＢＭを別の地ＢＭに変更

2003/06/30 本州南岸 蒲郡 地BM：最近調査年月の変更

2003/06/30 南西諸島 硫黄島 HBM：情報整理のうえ削除

2003/06/17 瀬戸内海（周防灘） 徳山 HBM：工事区域に含まれたため撤去、新設ＨＢＭ掲載

2003/06/03 瀬戸内海（鳴門海峡） 撫養 HBM：「基本水準標下」の変更

2003/06/03 本州北西岸 七尾 １件削除、北陸BM:所在表現の変更

2003/05/02 瀬戸内海（釣島水道及び付近） 松山 気象庁BM：所在表現の変更

2003/05/02 本州北岸 青森 県BM：「基本水準標下」の変更

2003/05/02 瀬戸内海（伊予灘） 柳井 HBM：所在表現の変更

2003/04/01 北海道南岸 釧路 HBM：「基本水準標下」の変更

2003/04/01 本州南岸 鬼崎 地BM：最近調査年月の追加



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2003/04/01 四国南岸 高知 球分体を気BMに置き換え

2003/04/01 瀬戸内海（紀伊水道） 和歌山下津　和歌山 気球分体：情報整理のうえ削除

2003/04/01 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 直島　積浦 HBM：新規掲載

2003/04/01 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 豊島　家浦 県BM：検討終了のため再掲載

2003/04/01 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 豊島　甲生 HBM：検討終了のため再掲載

2003/04/01 瀬戸内海（広島湾） 呉 HBM：「基本水準標下」の変更

2003/04/01 瀬戸内海（広島湾） 呉 地BM：「基本水準標下」「TP下」の変更

2003/04/01 瀬戸内海（広島湾） 広島 HBM：「基本水準標下」の変更

2003/04/01 瀬戸内海（広島湾） 広島 地BM：検討終了のため再掲載

2003/03/05 本州東岸 宮古 HBM：最近調査年月の追加

2003/03/05 本州東岸 気仙沼 HBM：所在表現の変更

2003/03/05 本州東岸 気仙沼 県BM：「基本水準標下」の変更

2003/03/05 本州東岸 船越 ＋符：削除

2003/03/05 本州東岸 久之浜 HBM：削除

2003/03/05 本州南岸 三河 豊橋 中部BM：最近調査年月の追加

2003/03/05 本州北西岸 寺泊 県BM：設置、HBM：削除

2003/03/05 本州北西岸 酒田 験潮所BM：最近調査年月の追加

2003/02/06 瀬戸内海（燧灘） 観音寺 BM：検討のため削除

2003/02/06 本州北西岸 江津 HBM：削除

2003/02/06 本州北西岸 松江 HBM：所在表現の変更

2003/02/06 本州北西岸 香住 県BM：削除

2003/02/06 南西諸島 口之島　西之浜 県BM：所在表現の変更

2003/01/14 本州南岸 四日市 HBM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 宇野 県BM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 琴浦 HBM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 水島　玉島 験潮所東方HBM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（三原瀬戸及び付近） 尾道糸崎　松永 中国BM：所在表現の変更

2003/01/14 瀬戸内海（安芸灘） 広湾　長浜 情報整理のうえ削除

2003/01/14 瀬戸内海（広島湾） 岩国 HBM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（伊予灘） 柳井 HBM：所在表現の変更

2003/01/14 瀬戸内海（周防灘） 平生 HBM：最近調査年月の更新

2003/01/14 瀬戸内海（周防灘） 三田尻中関　中関 県BM：最近調査年月の更新

2002/12/11 本州南岸 衣浦 最近調査年月の更新

2002/11/06 九州西岸 佐世保 地BM：最近調査年月の更新

2002/11/06 九州西岸 佐世保 崎辺にあるHBM：新規掲載

2002/11/06 九州西岸 佐世保 倉島にあるHBM：削除

2002/11/06 九州北岸 対馬　厳原 地BM：検討終了のため再掲載

2002/11/06 本州北西岸 特牛 「TP下」の変更

2002/10/15 瀬戸内海（紀伊水道） 和歌山下津　下津 所在表現の変更

2002/10/15 瀬戸内海（大阪湾） 尼崎西宮芦屋　尼崎 球分体削除

2002/10/15 九州西岸 八代海　田浦 新規掲載

2002/10/15 九州南岸 鹿児島湾　指宿 最近調査年月の更新

2002/09/25 九州北岸 玄界島 新規掲載

2002/09/25 瀬戸内海（大阪湾） 津名 所在表現の変更

2002/09/04 南西諸島 阿嘉島　阿嘉 県BMの置換

2002/08/29 南西諸島 津波古　（旧：馬天） 港名の変更

2002/08/29 南西諸島 津波古　（旧：馬天） HBM＋符の削除

2002/08/29 南西諸島 兼城 所在表現の変更

2002/08/02 本州南岸 名古屋 最近調査年月の更新

2002/08/02 本州北西岸 福井　福井 北陸BM変動のため削除

2002/08/02 東京湾 山内 球分体検討のため削除

2002/08/02 東京湾 新山下 球分体検討のため削除

2002/08/02 南方諸島 神津島 HBM地盤変動のため削除

2002/08/02 南方諸島 三宅島　阿古 HBM地盤変動のため削除

2002/07/31 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 家浦 BM検討のため削除

2002/07/30 瀬戸内海（備讃瀬戸及び付近） 甲生 HBM検討のため削除

2002/07/22 瀬戸内海（大阪湾） 大阪　堺 最近調査年月の追加

2002/07/15 北海道西岸 清部 ＋符の削除

2002/07/15 北海道西岸 静浦 地BMの削除

2002/07/10 北海道北岸 枝幸 所在表現の変更

2002/07/08 本州南岸 蒲郡 最近調査年月の追加

2002/06/26 瀬戸内海（広島湾） 広島 地BM検討のため削除

2002/05/31 本州南岸 蒲郡 「基本水準標下」の変更

2002/05/31 瀬戸内海（紀伊水道） 粟津 地BM削除

2002/05/31 瀬戸内海　豊後水道 津久見 所在表現の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2002/05/31 九州西岸 江ノ島 新規掲載

2002/05/31 九州西岸 牛深 所在表現の変更

2002/05/31 南西諸島 宝島　前篭 県BM移設


