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1 水準点を使用する方へ

がる事もありますので、使用後は確実に蓋掛けを行って下さい。

負担で速やかに復旧して下さい。

2

3 水準点の近傍で、工事等を行う場合は、あらかじめ下記へ御連絡下さい。

［連絡先］

TEL 043-245-5194

FAX 043-245-5581

(2)

(1)

(3)

利用者等に迷惑のかからないよう十分注意して下さい。

本市が管理している水準点のうち地下に埋設されているものについては、

必ず蓋を掛けてありますが、使用の際、蓋の無いもの、または付近を掘削し

地管理者に測量のために立入ることについて許可を受けるとともに、学童、

千 葉 市 環 境 局 環 境 保 全 部

環境規制課（水質 ・土壌班）

水準点使用にあたっての注意とお願い

神社仏閣、学校、公園等に設置してあるものについても、あらかじめ土

は、下記連絡先に連絡するとともに、作業者の責によるものは、作業者の

発生のないように努めて下さい。万一、施設・設備等に損傷が生じた場合

て土地管理者等の了解を得るとともに、作業にあたっては、災害・事故の

私有地を借りて設置してあるものを使用する際には、立入ることについ

水準点の蓋(ふた)が開けたままになっていますと、大きな事故につな

ている等、異常な事態に気付きましたら、至急下記へ御連絡下さい。
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1

2

3

る。）

4

5

（承認番号） 平29 　関公第　648　号　（千葉市実施分）

（承認番号） 平29 　関公第　515　号　（千葉県実施分）

この測量成果は、国土交通省国土地理院長の承諾及び助言を得て、同院所管

この成果表には、平成２８年度（基準日：平成２９年１月１日）から平成２９年度

この成果表の標高は、東京都千代田区永田町１丁目１番地に設置されてい

本表の標高は、水準点の高さを示すもので、真の地表面高とは若干異なる。

銚子市天王台１４２１－１ 67.3953

君津市郡字中里８７８-３千葉ＫＭ－１２

（基準日：平成３０年１月１日）までの間の地盤変動状況を把握するため行った精密

との標高差であり、（-）記号は沈下をあらわす。

の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

から変動補正計算による、平成30年1月1日基準日と平成29年1月1日基準日

基　 　　５

勝浦検潮所付属水準点

（地表面高は水準点が地下埋設の場合は若干上に、地上設置の場合は下にく

夷隅郡大原町小池３２４

勝浦市興津字湊 2.3587

22.7784

千葉－１

水  準  測  量  成  果  表  の  見  方

固 定 水 準 点 名 固定標高ｍ

て測量し、標高の計算では、日本水準原点と関東各都県の１２ヶ所［青梅・八

る日本水準原点［標高、東京湾平均海面（ＴＰ）上２４.３９００ｍ］を基準とし

王子（東京都）、横浜（神奈川県）、君津・勝浦・大原・銚子（千葉県）、二宮・

水準測量(測量距離２２８．２㎞、水準点数１６４基)の結果から標高と変動量及び水準

この水準測量成果表は、千葉市における地盤変動状況を把握するため、国土

交通省国土地理院の指導のもとに、昭和35年度から毎年断続的に実施している

精密水準測量の成果である。

成果表の変動量は、各水準点の平成28年度の観測値と平成29年度の観測値

世界測地系（測地成果20１１）

基標変動図を掲載している。

49.2741

所　  　在  　　地

なお、千葉市地域の一部において、千葉県が実施した精密水準測量結果を

使 用 し て い る 。

佐 野 （ 栃 木 県 ） 、 寄 居 （ 埼 玉 県 ） 、 筑 波 （ 茨 城 県 ） 、 太 田 （ 群 馬 県） ］ に 設置

さ れ て い る 計 １ ３ の 固 定 水 準 点 を 不 動 と し て 扱 っ た も の で あ る 。
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単位 ： ｍ

変 動 量 ㎜

水　 準 　測 　量 　成 　果 　表

標　 　高

（水　準　点）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

3833 登戸二丁目 3-8 登渡神社境内 8.6885 8.6989 +10.4

3834 本町三丁目 5 本町公園 3.3674 3.3791 +11.7

3835 稲荷町 141 稲荷神社境内 2.8283 2.8384 +10.1

3836 蘇我町一丁目 155 丸山商店 2.7786 2.7871 +8.5

(交) 3837 浜野町 1252 本行寺参道 2.2829 2.2902 +7.3

10687 生実町
1554-6

地先
ホンダオートテラス前
(道路植栽内) 20.3595 20.3640 +4.5

014-034 登戸四丁目 5-9地先 国道14号線　路肩 3.7891 3.7982 +9.1

NO.32 村田町 118 神明神社境内 4.2218 4.2281 +6.3

NO.33 村田町 893-962 村田南第2公園 2.7837 2.7893 +5.6

NO.35 浜野町 588 浜野郷土資料館 3.5850 3.5919 +6.9

NO.36 南生実町 878 八剣神社境内 12.8463 12.8516 +5.3

NO.37 浜野町 1335 生浜小学校 3.8168 3.8234 +6.6

NO.39 塩田町 363-1
千葉市塩田学校
給食センター跡地 1.8635 1.8709 +7.4

NO.40 蘇我町三丁目 248 八幡公園 1.5802 1.5901 +9.9

NO.41 生実町 1737-11
弁財天神社参道脇
(生実池) 5.9468 5.9542 +7.4

NO.42 蘇我町二丁目 1367
東京電力(株)
千葉火力発電所 2.9023 2.9129 +10.6

NO.44 白旗一丁目 5-3 蘇我中学校 12.0745 12.0835 +9.0

NO.45 今井一丁目 24-14 今井神社境内 3.2259 3.2360 +10.1

NO.46 川崎町 1-15
JFEスチール株式会社
東日本製鉄所内 2.6532 2.6632 +10.0

NO.47 川崎町 1-20 蘇我スポーツ公園 5.0086 5.0193 +10.7
H22.12
再設

NO.50 稲荷町二丁目 8-30 稲荷神社境内 2.6137 2.6240 +10.3

NO.51 出洲港 7地先 栄徳稲荷神社境内 1.5514 1.5627 +11.3

NO.53 問屋町一丁目 113-7 みなと街園 2.6589 2.6696 +10.7
H25.10
移転

千葉市　中央区（1/3）

世界測地系（測地成果2011）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

NO.54 葛城一丁目 5-2 県立千葉高校前庭 18.9028 18.9127 +9.9

NO.55 市場町 2 羽衣公園 4.3804 4.3913 +10.9

NO.56 新宿二丁目 15-1 新宿小学校 5.4001 5.4111 +11.0

NO.58 富士見二丁目 9地先
東京電力(株)
千葉支店前歩道緑地 3.1123 3.1237 +11.4

NO.59 椿森一丁目 26地先
千葉公園駅前信号
(国道16号線　路肩) 17.9249 17.9374 +12.5

NO.64 登戸五丁目 12地先 国道14号線　路肩 2.9355 2.9434 +7.9

C-2 都町一丁目 51-12 諏訪神社境内 10.0234 10.0326 +9.2

C-3 矢作町 670 千葉県水道局千葉高架水槽 25.7726 25.7835 +10.9

C-5 千葉寺町 1257-23
青葉の森公園
(西口駐車場脇) 10.3496 10.3586 +9.0

C-6 末広二丁目 10-1 末広中学校 4.0452 4.0557 +10.5

C-7 宮崎二丁目 4 菰池公園 4.9440 4.9549 +10.9

C-8 村田町 893 千葉市衛生センター 3.2115 3.2174 +5.9

C-19 問屋町 1-73 新宿中学校 ----- ----- -----
H25から
未観測

C-20 中央港一丁目 6-1 千葉港湾事務所 2.5623 2.5722 +9.9

C-21 川崎町 51-1
JFEスチール株式会社

東日本製鉄所内 2.2887 2.2995 +10.8

C-22 川崎町 1
JFEスチール株式会社

東日本製鉄所内 2.4083 2.4184 +10.1

C-23 川崎町 2-18
JFEスチール株式会社

東日本製鉄所内 2.4037 2.4164 +12.7

C-24 新浜町 1
黒崎播磨株式会社
千葉営業所 2.8276 2.8383 +10.7

C-25 新浜町 1 JFEコンテナー株式会社 2.7910 2.8013 +10.3

C-26 新浜町 1
JFEスチール株式会社

生浜工場内 2.7986 2.8099 +11.3

C-27 松ヶ丘町
青葉の森公園
(野球場裏) ----- ----- -----

H26から
未観測

C-28 仁戸名町 380 仁戸名小学校 24.1246 24.1288 +4.2

C-47 弁天町 240 弁天小学校 ----- ----- -----
H26から
未観測

世界測地系（測地成果2011）

千葉市　中央区（2/3）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

C-56 星久喜町 334 千手院境内 10.6529 10.6579 +5.0

C-59 赤井町 379 千葉市消防団第8分団跡地 22.6363 22.6411 +4.8

CC-1 生実町 1928 生浜東小学校 21.1834 21.1879 +4.5

CC-2 新宿二丁目 15-1 新宿小学校 5.0670 5.0780 +11.0

計 47基 47基

千葉市　中央区（3/3）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

3829 幕張町一丁目 4062 庚申塚前 3.2243 3.2319 +7.6

3830 幕張町五丁目 236地先 ヴェルデンス幕張前 5.8018 5.8085 +6.7

3831
検見川町
五丁目

2213-2
地先

東関東自動車道下
(西警察署入口交差点) 5.3737 5.3804 +6.7

014-026
幕張本郷
二丁目 25地先

国道14号線　路肩
(花見公園下) 3.2657 3.2733 +7.6

014-028 幕張町五丁目 214 山二テーラー 6.8801 6.8878 +7.7

014-030
検見川町
五丁目 253地先 錦水産 3.5708 3.5778 +7.0

NO.69
検見川町
五丁目 367地先 旧国道分離帯 3.3154 3.3218 +6.4

NO.70
検見川町
二丁目 553地先

検見川橋脇
(ふじ丸釣具店) 2.9284 2.9352 +6.8

NO.72 幕張町一丁目 940地先
旧国道14号線　路肩
(出光ガソリンスタンド) 2.6142 2.6213 +7.1

C-1 幕張町五丁目
417-261

地先 幕張ファミールハイツ ----- ----- -----
H26から
未観測

C-4 武石町一丁目 1413 真蔵院境内 5.6480 5.6553 +7.3

C-9 花園四丁目 1-2 花園小学校 21.6325 21.6417 +9.2

C-10 幕張町一丁目
7675-76

地先
幕張海岸1丁目
町内会館前 2.1580 2.1639 +5.9

C-11 畑町 1385-1 畑小学校 ----- ----- -----
H28から
未観測

C-12
宮野木台
三丁目 2-4 木の宮公園 ----- ----- -----

H28から
未観測

C-32 長作町 286 妙見神社境内 ----- ----- -----
H28から
未観測

C-33 長作町 1273 長作小学校 23.9454 23.9521 +6.7

C-34 長作町 1860 三嶋神社境内 23.7865 23.7920 +5.5

C-35 犢橋町 1663-3
パチンコ＆スロット
ABLAZE 26.3084 26.3082 -0.2

H18
移転

C-36 犢橋町 774 犢橋小学校 25.6530 25.6551 +2.1

C-37 犢橋町 184
JA千葉みらい
犢橋支店 25.9354 25.9398 +4.4

C-79 花見川 4-1 花見川第一小学校 26.6431 26.6474 +4.3

C-80 柏井町 430
千葉県水道局
柏井浄水場 28.6150 28.6199 +4.9

千葉市　花見川区（1/2）

世界測地系（測地成果2011）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

C-81 横戸町 1005 横戸小学校 21.4961 21.5019 +5.8

計 20基 20基

千葉市　花見川区（2/2）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

014-031 稲毛二丁目 4地先 国道14号線　路肩 2.6634 2.6686 +5.2

014-032 稲丘町 5地先 国道14号線　路肩 3.0434 3.0502 +6.8

014-033 黒砂一丁目 9-7地先 国道14号線　路肩 3.9323 3.9393 +7.0

NO.60 轟町一丁目 18-52 県立千葉東高等学校 18.2690 18.2821 +13.1

NO.62 小仲台五丁目 7-1 小中台公民館 20.2969 20.3075 +10.6

NO.67 稲毛一丁目 14-15 稲毛浅間神社境内 4.5581 4.5647 +6.6

C-13 小中台町 1287-1 藤野宅 11.1263 11.1370 +10.7

C-14 園生町 702 園生神社境内 ----- ----- -----
H28から
未観測

C-15 穴川一丁目 5-21 千葉敬愛学園 19.3986 19.4104 +11.8
H19.3
移転

C-38 長沼町 330-50 ダイエー ----- ----- -----
H26から
未観測

C-39 園生町 285 千葉県総合運動場 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-40 穴川四丁目 13-22
穴川中央公園
(穴川交番裏) 24.6087 24.6199 +11.2

C-44 弥生町 3-18 弥生小学校 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-48 長沼原町 731 住友重機械工業(株) 25.7776 25.7774 -0.2

C-57 作草部町 1338
東京電力千葉線
42号鉄塔下 9.1048 9.1135 +8.7

計 11基 11基

千葉市　稲毛区

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

35-278-
002 佐和町 148 熊野神社境内 25.0598 25.0643 +4.5

35-278-
003 中田町 1129

国道126号線
宮田交差点 43.8576 43.8610 +3.4

35-278-
005 和泉町 199 道祖神 42.1655 42.1708 +5.3

原補３
標石 富田町 983-1 千葉市乳牛育成牧場 40.6990 40.7005 +1.5

原補３
金属標 富田町 983-1 千葉市乳牛育成牧場 40.1294 40.1308 +1.4

C-41 源町 350-1 薬王寺境内 25.1966 25.2033 +6.7

C-42 東寺山町 334-1
千葉市屋外広告物
東寺山倉庫 28.9134 28.9207 +7.3

C-43 高品町 478 等覚寺境内 ----- 18.3852 -----
H29

再観測

C-49 若松町 712
東京電力東千葉線
102号鉄塔下 ----- ----- -----

H26から
未観測

C-50 若松町 485 しのはら医院隣地 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-51 小倉町 1763-7 小倉町第4公園 25.5873 25.5912 +3.9
H24.12
再設

C-52 桜木一丁目 38-1 千葉市桜木霊園 29.6412 29.6461 +4.9

C-53 若松町 983-113 若松台第3公園 28.9248 28.9282 +3.4

C-54 小倉台五丁目 1-1 小倉小学校 32.2717 32.2738 +2.1

C-55 加曽利町 680 円蔵寺参道 13.6234 13.6286 +5.2

C-58 高品町 1594-4
東京電力千葉線
51号鉄塔下 5.8445 5.8520 +7.5

C-60 坂月町 277 坂月小学校 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-61 多部田町 352 五社神社隣り林 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-62 大宮町 2077 大宮中学校 36.3400 36.3474 +7.4

C-63 多部田町 1622
千葉市高根
文化財整理室 ----- ----- -----

H26から
未観測

C-64 大広町 248 稲荷神社境内 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-66
千城台東
一丁目 15-1 千城台東小学校 34.4531 34.4556 +2.5

C-67 下田町 1098-7 日吉興業資材置場脇 31.6965 31.7002 +3.7

千葉市　若葉区（1/2）

世界測地系（測地成果2011）

所　　　　　　在　　　　　　地
備　考

標　高　ｍ
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

C-68 大井戸町 617-2 大井戸町集会場 19.7618 19.7645 +2.7

C-69 更科町 2073 更科小学校 24.7410 24.7418 +0.8

C-70 御殿町 3-29 御殿町集会場 38.6239 38.6273 +3.4

C-71 中田町 860-1 中田青年館 34.2018 34.2030 +1.2

C-72 野呂町 215 白井小学校 47.7810 47.7842 +3.2

C-73 野呂町 1583 野呂井上集会場 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-76 中野町 1698 千葉中自治会館 58.9180 58.9236 +5.6

CC-3 源町 280 千葉市動物公園 25.4033 25.4091 +5.8

CC-4 源町 482-2
六方下水路浄化
施設内 21.5332 21.5366 +3.4

計 24基 25基

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）

千葉市　若葉区（2/2）

-18-



標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

10688 鎌取町 112-30 鎌取第一公園内 40.3029 40.3078 +4.9
H16.3
移転

10689 誉田町一丁目 299-2 野田十字路 50.0179 50.0209 +3.0

10690 誉田町二丁目
24-286

地先 日暮金物店 58.6959 58.6994 +3.5

10691 平川町 1622-1 板倉自動車板金塗装 67.8884 67.8954 +7.0

10692 大木戸町 252-8 売木宅脇 79.7348 79.7395 +4.7

10693 土気町 1631-10 土気地区市民センター 88.7897 88.7948 +5.1
H20.5
移転

10694 小食土町 107地先 石田宅（道路脇） 28.2704 28.2709 +0.5
35-278-

001 平山町 733地先
伊藤宅脇
（長谷部入口バス停） 35.1193 35.1260 +6.7

35-278-
010 土気町 1096 土気城主の墓 86.6842 86.6892 +5.0

土気基点
標石 土気町 1634-2 土気小学校 89.5535 89.5587 +5.2

土気基点
金属標 土気町 1634-2 土気小学校 88.8027 88.8078 +5.1

NO.34 古市場町 380 熊野神社参道 5.0625 5.0685 +6.0

C-29 鎌取町 273地先
県道路脇(千葉県工業
用水局鎌取配水池前） 37.4201 37.4265 +6.4

C-30 誉田町一丁目 394地先
下総橋バス停
（袖ヶ浦ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ入口） 33.0330 33.0347 +1.7

H28
再観測

C-31 誉田町一丁目 27 誉田小学校 55.5826 55.5852 +2.6

C-65 平山町 1048 水砂水利組合揚水機場 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-74 高田町 1891
消防分団跡地
（万花台酪農組合格納庫前） ----- ----- -----

H26から
未観測

C-75 平川町 1139 平川公園 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-77 下大和田町 864 鹿殿神社境内 55.5470 55.5519 +4.9

C-78 下大和田町 59 荒久神社境内 67.1241 67.1297 +5.6

T-1 土気町 1400 土気中学校 84.6426 84.6483 +5.7

T-2 土気町 279 本寿寺境内 84.6917 84.6965 +4.8

T-3 土気町 1807 県立土気高校 95.1517 95.1559 +4.2

千葉市　緑区（1/2）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

T-3.1 板倉町 25
法行寺参道脇
（消防機庫） 46.1667 46.1692 +2.5

計 2１基 21基

千葉市　緑区（2/2）

　　　　　　　

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

3832
稲毛海岸
二丁目 3-1 稲毛海岸2丁目公園 2.9668 2.9732 +6.4

H15.11
移転

NO.65 幸町二丁目 16
幸町団地
16-1号棟　横 3.1014 3.1084 +7.0

NO.66
稲毛海岸
三丁目 5

千葉県環境
研究センター 3.0312 3.0365 +5.3

NO.73 幕張西二丁目 8 幕張西小学校 ----- ----- -----
H26から
未観測

C-16 真砂一丁目 1 東京歯科大前公園 2.7528 2.7601 +7.3

C-17
稲毛海岸
二丁目 3-1 稲毛海岸2丁目公園 2.7424 2.7485 +6.1

C-18 新港 24-1
(株)カナモト
千葉新港営業所 3.1970 3.2072 +10.2

C-45 新港 88
横河ブリッジ
ホールディングス 2.9789 2.9856 +6.7

H27
移転

C-46 新港 230 J-オイルミルズ(株) 3.3024 3.3091 +6.7

C-82 真砂四丁目 17-1 県立検見川高校 3.2467 3.2550 +8.3

C-83 磯辺四丁目 27 中磯辺公園 3.4025 3.4083 +5.8

C-84 高浜五丁目 19 北高浜公園 3.1084 3.1145 +6.1

C-85 高洲二丁目 4-1 高浜第一小学校 3.5734 3.5801 +6.7
H26
移転

C-86 中瀬一丁目 116 セイコー電子工業前緑地 3.3904 3.3958 +5.4

C-87 中瀬二丁目 118 浜田川緑地（平成橋脇） 4.6881 4.6945 +6.4

C-88 ひび野二丁目 116 幕張海浜公園（美浜園） 3.7403 3.7467 +6.4

C-89 打瀬三丁目 12-2 市立打瀬中学校 4.4295 4.4341 +4.6

C-90 若葉三丁目 1-1 県立幕張総合高等学校 ----- ----- -----
H26から
未観測

検見川
ＢＭ 真砂五丁目 2-2 真砂5丁目第4公園脇 2.7980 2.8051 +7.1

計 17基 17基

千葉市　美浜区

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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単位 ： ｍ

変　動　量 ㎜

水 　準 　測 　量 　成 　果 　表

（観　　測　　井）

標　　　高
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

W-7 浜野町 1335 生浜小学校 4.4389 4.4456 +6.7

W-24 末広二丁目 10-1 末広中学校 4.7655 4.7775 +12.0

W-25 末広二丁目 10-1 末広中学校 4.8760 4.8871 +11.1

W-26 白旗一丁目 5-3 蘇我中学校 10.4988 10.5079 +9.1

W-27 浜野町 1335 生浜小学校 4.5580 4.5651 +7.1
生実１号

Ａ 生実町 1928 生浜東小学校 21.9422 21.9486 +6.4
生実１号

Ｂ 生実町 1928 生浜東小学校 21.9442 21.9465 +2.3
生実１号

Ｃ 生実町 1928 生浜東小学校 22.7519 22.7592 +7.3
生実１号

Ｄ 生実町 1928 生浜東小学校 21.9604 21.9675 +7.1

新宿
水位観測井 新宿二丁目 15-1 新宿小学校 5.8307 5.8419 +11.2

市場
水位観測井 市場町 1 県庁 4.2961 4.3079 +11.8

標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

検見川
水位観測井

検見川町
五丁目 2323-21 旧検見川送信所跡 17.4061 17.4139 +7.8

世界測地系（測地成果2011）

所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
備　考

千葉市　花見川区

千葉市　中央区

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

世界測地系（測地成果2011）
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標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

千葉１号
Ａ 東寺山町 287 鹿島神社境内 29.1227 29.1299 +7.2

千葉１号
Ｂ 東寺山町 287 鹿島神社境内 29.1336 29.1408 +7.2

千葉１号
Ｃ 東寺山町 287 鹿島神社境内 29.2918 29.2995 +7.7

千葉１号
Ｄ 東寺山町 287 鹿島神社境内 29.1615 29.1692 +7.7

源
水位観測井 源町 280 千葉市動物公園 25.9149 25.9209 +6.0

富田
水位観測井 富田町 983-1 千葉市乳牛育成牧場 41.9646 41.9663 +1.7

六方
水位観測井 源町 482-2 六方下水路浄化施設内 22.5437 22.5487 +5.0

標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

WCH-1 大膳野町 808 千葉県農業試験場 50.1384 50.1403 +1.9

刈田子
水位観測井 刈田子町 85

千葉県農業総合研究ｾﾝﾀｰ

水田作研究室 8.3801 8.3883 +8.2

標     石 変動量

番     号 町名（大字） 番 地 目　　　　標
平成２９年

１月
平成３０年

１月 ㎜

高洲
水位観測井 高洲二丁目 8-3 高洲二丁目団地 3.3246 3.3319 +7.3

所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
備　考

　　　　　　　

世界測地系（測地成果2011）

備　考
所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ

千葉市　美浜区

世界測地系（測地成果2011）

千葉市　若葉区

千葉市　緑区

世界測地系（測地成果2011）

所　　　　　　在　　　　　　地 標　高　ｍ
備　考
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附  図

水  準  基  標  変  動  図

１．千葉市水準基標変動図（１年間変動量図）

自 平成29年1月1日

至 平成30年1月1日

２．千葉市水準基標変動図（５年間変動量図）

自 平成25年1月1日

至 平成30年1月1日
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