
更新履歴 現在

更新年月

2023/5/23 北海道南岸 厚岸 開BM：最近調査年月の変更

2023/5/23 瀬戸内海 門司 九州BM：最近調査年月の変更

2023/5/19 四国南岸 室戸岬
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。最低水面の楕円

体高の追加

2023/5/19 四国南岸 室戸岬 地BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、TP下最低水面の変更

2023/5/19 四国南岸 室津
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。最低水面の楕円

体高の追加

2023/5/19 四国南岸 室津 地BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、TP下最低水面の変更

2023/5/19 四国南岸 奈半利
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。最低水面の楕円

体高の追加

2023/5/19 四国南岸 奈半利 地BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、TP下最低水面の変更

2023/5/19 本州東岸 仙台
東北BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕円体

高の変更

2023/5/19 本州東岸 石巻
東北BM：所在、位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の

楕円体高の追加

2023/5/19 本州東岸 石巻 金属鋲：標の削除

2023/4/3 南西諸島 種子島　西之表
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。最低水面の楕円

体高の追加

2023/4/3 南西諸島 種子島　西之表
地BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。TP下最低水面

の削除

2023/3/30 本州北西岸 姫川 県BM：採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更

2023/3/30 本州北西岸 新潟　西部
県BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕円体高

の変更

2023/3/30 本州北西岸 新潟　東部
北陸BM：所在、位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の

楕円体高の変更

2023/3/30 瀬戸内海　周防灘 徳山下松　徳山 HBM：最近調査年月の変更

2023/3/30 本州南岸 串本　及び　袋 地名中分類に「串本」の追加

2023/3/30 南方諸島 父島　二見 地BM：TP下最低水面の削除

2023/3/30 本州南岸 伊勢湾　松阪 県BM：最近調査年月の変更

2023/3/30 本州南岸 浦神 HBM：標の削除

2023/3/30 九州南岸 枕崎 HBM：最近調査年月の変更

2023/3/30 本州南岸 五ヶ所 HBM：最近調査年月の変更

令和5年5月23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

2023/3/30 本州南岸 古江 HBM：最近調査年月の更新、最低水面の楕円体高の追加

2023/3/30 本州南岸 遊木 気BM：最近調査年月の更新、最低水面の楕円体高の追加

2023/3/30 瀬戸内海　紀伊水道 由良 町BM：位置、最近調査年月の変更の変更。最低水面の楕円体高の追加

2023/3/30 本州北西岸 輪島 地BM：最近調査年月の変更。TP下最低水面の追加

2023/3/30 瀬戸内海　播磨灘 別府 BM：標の削除

2023/3/23 本州南岸 鵜殿
地BM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、TP下最低水面、最低

水面の楕円体高の変更

2023/3/23 瀬戸内海　播磨灘 都志
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面の変更。最低水面の楕円

体高の追加

2023/3/23 瀬戸内海　鳴門海峡 福良 HBM：位置、最近調査年月の変更。最低水面の楕円体高の追加

2023/3/23 瀬戸内海　鳴門海峡 福良 地BM：標の追加

2023/3/23 本州東岸 鮎川 地BM：最近調査年月の変更

2023/3/22 南西諸島 津波古 地BM：位置、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2023/3/22 本州北西岸 両津 HBM：位置、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2023/3/22 本州北西岸 両津 地BM：位置、最近調査年月の変更

2023/3/22 南西諸島 古仁屋 地BM：TP下最低水面の削除

2023/3/22 南西諸島 名瀬 HBM：位置、最近調査年月の変更

2023/3/22 本州南岸 油壷 地BM：採用調査年月、基本水準標下最低水面、TP下最低水面の変更

2023/3/22 本州北西岸 七尾 北陸BM：最近調査年月の変更

2023/3/22 東京湾 横浜 HBM：最近調査年月の変更

2023/2/3 本州東岸 女川
県BM：所在、位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2023/2/3 本州東岸 気仙沼 市BM：採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2023/2/3 瀬戸内海　播磨灘 江井
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕円体高の

変更

2023/2/3 南西諸島 中之島 HBM：位置、最近調査年月の変更

2023/2/3 本州北西岸 深浦 地BM：最近調査年月、TP下最低水面の変更

2023/2/3 瀬戸内海　大阪湾 泉大津 府BM：最近調査年月の変更

2023/2/3 瀬戸内海　広島湾 呉 HBM：最近調査年月の変更

2023/1/20 南西諸島　沖永良部島 和泊
HBM：所在、位置、採用調査年月、基本水準標下最低水面、最低水面の楕円

体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2023/1/20 南西諸島　金武湾 石川 HBM：所在、位置、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2023/1/18 九州北岸　対馬 厳原 HBM：位置の修正

2023/1/18 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 味野 県BM：位置の修正

2022/11/4 九州西岸 阿久根 地BM：位置、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2022/11/4 瀬戸内海　関門海峡　小倉 日明 九州BM：最近調査年月の変更

2022/11/4 九州西岸　天草下島 牛深 HBM:位置、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2022/11/4 瀬戸内海　伊予灘 長浜 HBM:採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2022/11/4 九州東岸 大泊 HBM:最近調査年月

2022/9/22 本州東岸　仙台塩釜 塩釜
東北BM：所在、位置、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面

の楕円体高の変更

2022/9/22 本州西岸 和歌山 HBM：最近調査年月の変更

2022/9/14 本州北西岸　伏木富山 新湊
北陸BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の

変更

2022/9/14 本州北西岸　伏木富山 伏木
北陸BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の

変更

2022/9/14 東京湾　葛南 船橋
県BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

最近調査年月の削除

2022/9/14 九州西岸 三角
HBM：位置、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高

の変更

2022/8/22 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

2022/8/22 瀬戸内海 与島 四国BM：最近調査年月の変更

2022/8/22 瀬戸内海 玉島 HBM：最近調査年月の変更

2022/8/22 瀬戸内海 福山 HBM：最近調査年月の変更

2022/8/22 瀬戸内海 壬生川 四国BM：最近調査年月の変更

2022/8/3 瀬戸内海 広島 HBM：最近調査年月の変更

2022/8/1 本州北西岸 西郷 地BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2022/8/1 瀬戸内海　神戸 神戸 気BM：最近調査年月の変更

2022/6/9 本州北西岸 柴山 県BM：標の追加

2022/6/9 本州北西岸 柴山
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2022/3/25 瀬戸内海　関門海峡 青浜 九州BM：最近調査年月の変更

2022/3/25 本州南岸 串本 地BM：標の追加



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2022/3/25 本州南岸 串本 県BM：標の追加

2022/3/25 本州南岸 串本 HBM：標の削除

2022/3/25 本州南岸 袋 地BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2022/3/25 本州南岸 袋 石柱：標の削除

2022/3/14 東京湾 根岸 HBM：最近調査年月の変更

2022/3/14 本州東岸 大原 行の削除

2022/3/14 本州南岸 祓井戸 地BM：最低水面の楕円体高の変更

2022/3/14 北海道西岸 奥尻 開BM：最近調査年月の変更

2022/3/14 東京湾 船形 HBM：標の削除

2022/3/14 瀬戸内海　大阪湾 洲本 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2022/3/14 北海道西岸 小樽 HBM：最近調査年月の変更

2022/3/14 本州東岸 秋田 東北BM：最低水面の楕円体高の変更

2022/3/14 北海道南岸 函館 気BM：最近調査年月の変更

2022/3/14 南西諸島 石垣 気BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2022/3/14 瀬戸内海　周防灘 徳山 地BM：最近調査年月の変更

2022/3/14 瀬戸内海　周防灘 徳山 HBM：最近調査年月の変更

2022/3/14 瀬戸内海　広島湾 岩国 地BM：最近調査年月の変更

2022/3/14 瀬戸内海　燧灘 壬生川 四国BM：最近調査年月の変更

2022/3/14 瀬戸内海　大阪湾 堺 HBM：標の削除

2022/2/7 本州南岸 祓井戸 地BM：地名の追加

2022/2/7 本州東岸 大原 HBM：標の削除

2022/2/7 本州東岸 大原 漁業組合前の岸壁側面+符：標の削除

2022/1/21 本州東岸 宮古 気BM：最近調査年月、TP下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/21 本州東岸 釜石 地BM：最近調査年月の変更

2022/1/21 本州南岸 名古屋 管理組合BM：最近調査年月の変更

2022/1/21 本州南岸 豊橋 中部BM：最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2022/1/21 東京湾 横須賀 HBM：最近調査年月の変更

2022/1/21 九州西岸 熊本 HBM：最近調査年月の変更

2022/1/21 南西諸島 那覇 気BM：所在、採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2022/1/21 九州西岸 串木野
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2022/1/21 南西諸島 中之島 HBM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/21 南西諸島 中之島 地BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2022/1/6 本州北西岸 鷺浦 町BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/6 本州北西岸 河下 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/6 本州北西岸 安来 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/6 本州北西岸 西郷 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2022/1/6 本州北西岸 赤碕
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2022/1/6 本州北西岸 敦賀 HBM：最近調査年月の変更

2022/1/6 東京湾 横浜 HBM：最近調査年月の変更

2021/12/23 本州北西岸 能代 県BM：最近調査年月の変更

2021/12/23 本州北西岸 能代 地BM：最近調査年月の変更

2021/12/23 九州西岸 貝津 地BM：最近調査年月の変更

2021/11/22 南西諸島 西表漁港
地BM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の

楕円体高の変更

2021/11/22 瀬戸内海　周防灘 宇部 中国BM：最近調査年月の変更

2021/11/22 瀬戸内海　関門海峡 門司 九州BM：最近調査年月の変更

2021/11/22 瀬戸内海　関門海峡 洞北 HBM：最近調査年月の変更

2021/11/22 本州北西岸 浜田 気BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2021/11/22 瀬戸内海　周防灘 苅田 九州BM：最近調査年月の変更

2021/11/22 東京湾 久里浜 港湾空港技術研究所検潮所球分体：最近調査年月の変更

2021/11/22 九州東岸 志布志 HBM：最近調査年月の変更

2021/11/22 南西諸島 名瀬 HBM：最近調査年月の変更

2021/11/22 南西諸島 名瀬 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

2021/11/1 本州北西岸 鼠ケ関 地BM：最近調査年月、TP下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2021/11/1 本州北西岸 秋田 東北BM：最近調査年月の変更

2021/11/1 本州北岸 龍飛埼 HBM：最近調査年月の変更

2021/11/1 本州北岸 龍飛埼 地BM：最近調査年月の変更

2021/9/15 本州東岸 女川 町BM：標の削除

2021/9/13 九州東岸 波見 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/9/13 九州東岸 内海 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/9/13 九州東岸 細島 地BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/9/13 南西諸島 宮之浦 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/26 本州南岸 福江 地BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 本州北西岸 岩船 県BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 本州北西岸 直江津 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 本州北西岸 七尾 北陸BM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 本州北西岸 富来 HBM：所在の変更

2021/8/6 本州南岸 洲崎 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 本州南岸 蒲郡 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/8/6 九州南岸 鹿児島 気BM：最近調査年月の変更

2021/7/29 九州東岸 宮崎 HBM：最近調査年月の変更

2021/7/21 北海道北岸 網走 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2021/7/21 北海道北岸 網走 気BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/7/21 北海道北岸 紋別 開BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/7/21 北海道北岸 紋別 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2021/7/21 北海道南岸 苫小牧西部 開BM：最近調査年月の変更

2021/7/21 北海道南岸 厚岸 開BM：最近調査年月の変更

2021/6/24 本州東岸 相馬 地BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、TP下最低水面の変更

2021/6/24 本州南岸 日高 御坊 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2021/6/24 本州南岸 田辺 気BM：標の削除

2021/6/24 本州南岸 宇久井 BM：標の削除

2021/6/24 北海道西岸 岩内 HBM：最近調査年月の変更

2021/6/24 北海道西岸 石狩湾 HBM：最近調査年月の変更

2021/6/8 瀬戸内海　燧灘 新居浜 HBM：標の移設

2021/4/20 本州北西岸 鳥取
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2021/3/30 瀬戸内海 明石海峡 垂水 HBM：最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 瀬戸内海 播磨灘 飾磨 県BM：最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 南西諸島 小浜 県BM：標の新設

2021/3/30 南西諸島 黒島 県BM：標の新設

2021/3/30 南西諸島 伊江 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 本州北岸 龍飛埼 HBM：最近調査年月の変更

2021/3/30 本州北西岸 戸賀
地BM：所在、緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低

水面の楕円体高の変更

2021/3/30 本州北西岸 北浦 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 本州北岸 鳴神 地BM：標の削除

2021/3/30 本州北岸 大間 地BM：最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 本州東岸 焼山 HBM：標の削除

2021/3/30 本州東岸 大槌 地BM：標の削除

2021/3/30 本州北西岸 津居山 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 東京湾 川崎 市BM：標の移設

2021/3/30 本州東岸 八戸 東北BM：最近調査年月の変更

2021/3/30 本州南岸 二木島 HBM：標の削除

2021/3/30 南西諸島 石垣島 船越-北側 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高、の変更

2021/3/30 南西諸島 池間島 池間
BM：所在、緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水

面の楕円体高の変更

2021/3/30 南西諸島 多良間島 前泊
GSBM：所在、緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、平均

水面下最低水面、最低水面の楕円体高、最高水面の変更

2021/3/30 南西諸島 西表島 船浦 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2021/3/30 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 松永 中国BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 瀬戸内海 周防灘 光
BM：所在、緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水

面の楕円体高の変更

2021/3/30 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 尾道 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/30 瀬戸内海 安芸灘 菊間 HBM：最近調査年月の変更

2021/3/30 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 玉島 HBM：最近調査年月の変更

2021/3/30 北海道西岸 香深 HBM：標の削除

2021/3/30 北海道西岸 稚内 気BM：最近調査年月の変更

2021/3/1 本州北西岸 恵曇 BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/1 本州北西岸 加賀 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/1 本州北西岸 境 気BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/1 南西諸島 金武 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/1 瀬戸内海 紀伊水道 今切 HBM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2021/3/1 四国南岸 日和佐
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2021/3/1 北海道南岸 浦河 開BM：最近調査年月の変更

2021/3/1 北海道南岸 函館 気BM：最近調査年月の変更

2021/3/1 東京湾 千葉 県BM：最近調査年月の変更

2021/2/9 本州東岸 鹿島 関東BM：最低水面の楕円体高の変更

2021/2/9 東京湾 君津 県BM：最低水面の楕円体高の変更

2021/1/28 瀬戸内海 播磨灘 高砂 HBM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/28 瀬戸内海 明石海峡 垂水 HBM：採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水面

2021/1/28 瀬戸内海 明石海峡 明石
県BM：採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面

の楕円体高の変更

2021/1/28 瀬戸内海 友ケ島水道 由良 HBM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/28 瀬戸内海 友ケ島水道 由良
地BM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、TP下最低水

面の変更

2021/1/28 瀬戸内海 播磨灘 飾磨 県BM：採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2021/1/26 本州東岸 勝浦 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/26 本州南岸 伊東 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2021/1/26 本州南岸 熱海 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/26 九州南岸 喜入 JXBM：所在の変更

2021/1/26 瀬戸内海 紀伊水道 海南 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/26 本州南岸 御前崎 気BM：最近調査年月の変更

2021/1/22 南西諸島 和泊 HBM：標の削除

2021/1/5 北海道南岸 苫小牧西部 開BM：最近調査年月の変更

2021/1/5 四国南岸 高知 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2021/1/5 本州南岸 豊橋 中部BM：最近調査年月の変更

2021/1/5 瀬戸内海 広島湾 岩国 地BM：最近調査年月の変更

2021/1/5 瀬戸内海 広島湾 呉 地BM：最近調査年月の変更

2021/1/5 瀬戸内海 広島湾 呉 HBM：最近調査年月の変更

2021/1/5 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

2021/1/5 瀬戸内海 紀伊水道 小松島 気BM：最近調査年月の変更

2021/1/5 南西諸島 宇治島 県BM：地名の追加

2021/1/5 九州南岸 鹿児島 気BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/10/13 本州南岸 御坊 地BM：最近調査年月の変更

2020/10/13 本州北西岸 酒田 東北BM：最近調査年月の変更

2020/10/13 本州南岸 鬼崎 地BM：最近調査年月の変更

2020/10/13 本州南岸 衣浦 HBM：最近調査年月の変更

2020/10/13 本州南岸 蒲郡 HBM：最近調査年月の変更

2020/10/13 本州南岸 伊良湖 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/10/13 本州南岸 国崎 HBM：最近調査年月の変更

2020/7/2 本州北西岸 富山 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/7/2 本州北西岸 富山
地BM：採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水面、TP下最低

水面の変更

2020/7/2 本州北西岸 岩船 県BM：最近調査年月の変更

2020/6/22 本州南岸 四日市 HBM：最近調査年月の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2020/6/22 本州南岸 名古屋 管理組合BM：最近調査年月の変更

2020/6/15 瀬戸内海 大阪湾 岸和田 地BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/6/15 瀬戸内海 大阪湾 阪神 港名の変更

2020/6/15 本州北西岸 江津 地BM：標の削除及び新設

2020/6/15 本州北西岸 田後
地BM：緯度、経度、採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水

面、TP下最低水面、最低水面の楕円体高の変更

2020/6/15 本州北西岸 福井 地BM(3244号)：最近調査年月、最低水面の楕円体高、の変更

2020/6/15 本州北西岸 福井 地BM(附21号)：標の追加

2020/6/15 本州北西岸 三国 HBM：標の削除

2020/6/15 本州北岸 龍飛埼 HBM：最近調査年月の変更

2020/6/15 本州北岸 大湊
地BM：緯度、経度、最近調査年月、TP下最低水面、最低水面の楕円体高の

変更

2020/6/15 本州北岸 大間 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/6/15 本州北岸 尻屋岬
県BM：所在、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体

高の変更

2020/6/15 本州東岸 釜石 地BM：最近調査年月の変更

2020/6/15 本州東岸 志津川 BM：標の削除

2020/6/15 本州北西岸 能代 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/6/15 本州北西岸 能代 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/6/2 東京湾 晴海 気BM：最近調査年月の変更

2020/6/2 東京湾 晴海 地BM：最近調査年月の変更

2020/6/2 東京湾 根岸 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/6/2 東京湾 横須賀 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2020/6/2 本州南岸 沼津 県BM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/5/26 南方諸島 南鳥島 地名の追加

2020/3/27 瀬戸内海 関門海峡 南風泊 九州BM：採用調査年月、最近調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2020/3/19 本州北西岸 金沢 北陸BM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 輪島 地BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 新湊 北陸BM：最低水面の楕円体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2020/3/19 本州北西岸 魚津 HBM：緯度、経度の変更

2020/3/19 本州北西岸 魚津 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 魚津 地BM：緯度、経度の変更

2020/3/19 本州北西岸 新潟　西部 県BM：最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 新潟　東部 北陸BM：最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 小木 HBMの削除

2020/3/19 本州北西岸 小木 地BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/19 本州北西岸 鷲崎 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/9 瀬戸内海 燧灘 新居浜 港務局BMの削除

2020/3/9 瀬戸内海 燧灘 壬生川 四国BM：最近調査年月の変更

2020/3/9 瀬戸内海 伊予灘 九町越 四国電力BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/9 瀬戸内海 周防灘 徳山 HBM：最近調査年月の変更

2020/3/3 本州南岸 和具 HBMの削除

2020/3/3 本州南岸 吉津 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/3 本州南岸 長島 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/3 本州北西岸 柏崎 HBM：最近調査年月の変更

2020/3/3 本州北西岸 二見 県BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2020/3/3 本州北西岸 二見 地BM：緯度、経度の変更

2020/3/3 本州北西岸 粟島 HBM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/3/3 本州北西岸 粟島 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/2/25 本州南岸 田辺 HBMの削除

2020/2/25 本州南岸 田辺 気BM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/2/25 本州南岸 田辺 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/2/25 瀬戸内海 大阪湾 洲本 HBMの削除

2020/2/25 瀬戸内海 大阪湾 洲本 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/2/25 瀬戸内海 明石海峡 岩屋 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2020/2/25 瀬戸内海 広島湾 呉 HBM：最近調査年月の変更

2020/2/25 瀬戸内海 広島湾 呉 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2020/2/25 九州西岸 八代 九州BM：最近調査年月の変更

2020/2/4 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 味野
県BM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の

楕円体高の変更

2020/2/4 瀬戸内海 広島湾 広島 HBM：最近調査年月の変更

2020/2/4 瀬戸内海 広島湾 広島 地BM：最近調査年月の変更

2020/2/4 瀬戸内海 広島湾 深江
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2020/2/4 豊後水道 三崎 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2020/1/30 本州東岸 大洗 県BM：最近調査年月の変更

2020/1/30 東京湾 君津 県BM：最近調査年月の変更

2020/1/30 本州南岸 下田 中部BM：最近調査年月の変更

2020/1/15 本州北西岸 大社 HBMの削除

2020/1/15 本州北西岸 境 HBMの削除

2020/1/15 本州北西岸 敦賀 HBMの削除

2019/12/16 豊後水道 八幡浜 HBM：最近調査年月の変更

2019/11/29 瀬戸内海 大阪湾 泉大津 大阪府BM：緯度、経度の変更

2019/11/29 瀬戸内海 大阪湾 大阪 市BM：最近調査年月の変更

2019/11/29 本州北西岸 境 気BM：最近調査年月の変更

2019/11/29 本州北西岸 曽良 地名の削除

2019/11/29 本州北西岸 中居入 地名の削除

2019/11/29 本州北西岸 阿尾 地名の削除

2019/11/29 本州北西岸 新潟　東部 北陸BM：所在の変更

2019/11/29 九州北岸 東浜
HBMの変更

地BM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、TP下最低水

2019/11/29 九州西岸 崎津湾 HBMの追加

2019/11/29 九州西岸 崎津 地名の削除

2019/11/29 九州南岸 喜入 JXBM：所在の変更



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2019/11/5 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 与島
四国BM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面

の楕円体高の変更

2019/9/30 九州西岸 八代 九州BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/8/27 北海道西岸 奥尻 開BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/8/27 北海道西岸 奥尻 地BMの追加

2019/8/27 北海道西岸 青苗 開BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/8/27 北海道西岸 青苗 地BM：緯度、経度、最近調査年月の変更

2019/8/27 北海道西岸 留萌 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/8/27 北海道西岸 留萌 地BMの追加

2019/8/27 北海道南岸 室蘭 HBM：最近調査年月の変更

2019/8/27 北海道南岸 室蘭 地BM：緯度、経度、最近調査年月、TP下最低水面の変更

2019/8/27 東京湾 横須賀 HBM：最近調査年月の変更

2019/8/27 瀬戸内海 周防灘 宇島 県BM：最近調査年月の変更

2019/8/27 瀬戸内海 周防灘 宇部 中国BM：最近調査年月の変更

2019/8/27 瀬戸内海 周防灘 苅田 九州BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2019/8/27 瀬戸内海 周防灘 苅田 地BMの削除

2019/7/19 四国南岸 牟岐 HBMの削除

2019/7/19 四国南岸 須崎 地BMの削除

2019/7/19 九州南岸 喜入 JXBM：所在、緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/7/19 南西諸島 平良 HBM：最近調査年月の変更

2019/7/4 本州南岸 鳥羽 気BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/7/4 本州南岸 尾鷲 気BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/7/4 本州北西岸 香住
HBM：緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕

円体高の変更

2019/7/4 本州北西岸 田井 地名の削除

2019/7/4 本州北西岸 舞鶴 地BMの変更

2019/7/4 本州南岸 御坊 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

2019/7/4 四国南岸 高知 地BM：最近調査年月の変更

2019/7/2 瀬戸内海 播磨灘 日生
HBM：所在、緯度、経度、採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水

面の楕円体高の変更

2019/7/2 瀬戸内海 伊予灘 柳井 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/7/2 豊後水道 八幡浜 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/7/2 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 北浦 HBM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/6/27 北海道南岸 苫小牧東部 HBM：所在、基本水準標等下最低水面の変更

2019/6/27 東京湾 横浜 HBM：最近調査年月の変更

2019/6/27 本州南岸 稲取 HBM：最近調査年月の変更

2019/6/27 本州北西岸 浜坂 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/6/14 南西諸島 西之浜
県BM：採用調査年月、基本水準標等下最低水面、最低水面の楕円体高の変

更

2019/6/14 本州北西岸 小浜 HBM：最近調査年月の変更

2019/6/14 南西諸島 徳仁 地BM：所在、採用調査年月、基本水準標等下最低水面の変更

2019/6/14 瀬戸内海 大阪湾 泉大津 大阪府BM：最近調査年月の変更

2019/5/20 南西諸島 奄美大島　古仁屋
地BM：所在、緯度経度、採用調査年月、

最低水面の基本水準標等下、平均水面下(Z0)、TP下、楕円体高、

2019/5/20 南西諸島 奄美大島　古仁屋
HBM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、

平均水面下(Z0)、楕円体高、平均水面上の変更

2019/5/20 瀬戸内海　広島湾 広島 HBM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/20 瀬戸内海　広島湾 岩国 HBM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/20 瀬戸内海　燧灘 壬生川 四国BM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/20 瀬戸内海　燧灘 新居浜 HBM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/20 瀬戸内海　備讃瀬戸及び付近 水島　玉島 HBM：緯度経度の変更、最近調査年月、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/20 瀬戸内海　播磨灘 牛窓 県BM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の記載

2019/5/15 九州東岸 油津
気BM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下の変更、最低

水面の楕円体高の記載

2019/5/15 本州北西岸 宮津　獅子崎 地名の削除

2019/5/15 九州西岸 長崎　水ノ浦 地名の削除

2019/5/15 九州西岸 長崎　女神 地名の削除



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2019/5/15 九州西岸 佐世保
地BM：最近調査年月の変更

HBM：最近調査年月の変更

2019/5/15 九州西岸 平戸瀬戸　黒子島 地名の削除

2019/4/17 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 幸崎 HBMの削除

2019/4/17 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 忠海長浜 BMの削除

2019/4/17 北海道南岸 苫小牧西部
開BM：緯度経度、最近調査年月の変更

地BM：最近調査年月、最低水面のTP下の変更

2019/4/17 北海道南岸 苫小牧東部
HBM：所在、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下の変更

地BM：所在、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、

2019/4/17 瀬戸内海 紀伊水道 和歌山 HBM：最近調査年月の変更

2019/3/29 本州北西岸 岩舘 地BM：標の削除

2019/3/29 本州北西岸 鰺ケ沢 地BM：標の削除

2019/3/29 本州北西岸 粟島 HBM：緯度経度の変更

2019/3/29 本州北西岸 粟島 地BM：緯度経度の変更

2019/3/29 本州北西岸 二見 県BM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の削除

2019/3/29 本州北西岸 寺泊 県BM：最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 本州北西岸 氷見 HBM：最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 本州北西岸 敦賀 HBM：最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 本州北西岸 敦賀 HBM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 本州北西岸 漁師 地BM：最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 北海道東岸 羅臼 開BM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の削除

2019/3/29 北海道西岸 小樽 HBM：緯度経度の変更

2019/3/29 北海道南岸 室蘭 HBM：緯度経度の変更

2019/3/29 北海道南岸 浦河 開BM：緯度経度の変更

2019/3/29 北海道南岸 十勝 開BM：緯度経度の変更

2019/3/29 本州北岸 佐井 地BM：標の削除

2019/3/29 本州北岸 尻屋岬 HBM：標の削除

2019/3/29 本州東岸 山田
地BM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、TP下、楕円

体高の変更

2019/3/29 本州東岸 釜石
地BM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、TP下の変

更、楕円体高の削除



更新年月 地　　　　　　域 地名 又は 港名 備　　　　　　　考

2019/3/29 本州東岸 大船渡
気BM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、楕円体高の

変更

2019/3/29 本州東岸 鮎川
地BM：緯度経度、採用調査年月、最低水面の基本水準標等下、TP下、楕円

体高の変更

2019/3/29 本州南岸 豊橋 中部BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 大阪湾 堺 HBM：緯度経度の変更、最低水面の楕円体高の削除

2019/3/29 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 岡山 県BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 宇野 県BM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 高松 気BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近 坂出 市BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 備後灘 福山 HBM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 三原瀬戸及び付近 糸崎 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 来島海峡 今治 市BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 広島湾 呉 HBM：緯度、経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 釣島水道及び付近 松山 気BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 周防灘 徳山 HBM：最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 瀬戸内海 周防灘 中関 県BM：緯度、経度、最近調査年月、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/29 豊後水道 宇和島 気BM：緯度経度、最低水面の楕円体高の変更

2019/3/8 様式の変更


