
 1：25000地形図（地区別） ※地区名とは、その図が含まれる一つ小さい縮尺の図名（1:25000の場合1:50000）

地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

明智 明智 あけち 国土地理院 昭和49年10月30日 昭和48年修正測量 E7-9-1

明智 明智 あけち 国土地理院 昭和60年11月30日 昭和59年修正測量 E7-9-1

明智 明智 あけち 国土地理院 昭和60年11月30日 昭和59年修正測量 E7-9-1

明智 明智 あけち 国土地理院 平成12年9月1日 平成11年部分修正測量 E7-9-1

足助 足助 あすけ 国土地理院 昭和49年1月30日 昭和48年修正測量 E7-10-3

足助 足助 あすけ 国土地理院 昭和61年2月28日 昭和59年修正測量 E7-10-3

足助 足助 あすけ 国土地理院 昭和61年2月28日 昭和59年修正測量 E7-10-3

足助 足助 あすけ 国土地理院 平成12年12月1日 平成11年部分修正測量 E7-10-3

岡崎 安城 あんじょう 国土地理院 昭和50年1月30日 昭和48年修正測量 E7-15-3

岡崎 安城 あんじょう 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年修正測量 E7-15-3

岡崎 安城 あんじょう 国土地理院 平成10年10月1日 平成10年部分修正測量（道路・境界） E7-15-3

岡崎 安城 あんじょう 国土地理院 平成15年1月1日 平成13年修正測量 E7-15-3

岡崎 安城 あんじょう 国土地理院 平成22年7月1日 平成19年更新 E7-15-3

三河大野 伊平 いだいら 国土地理院 昭和52年3月30日 昭和50年修正測量 E7-7-2

三河大野 伊平 いだいら 国土地理院 平成2年11月1日 平成元年修正測量 E7-7-2

三河大野 伊平 いだいら 国土地理院 平成14年3月1日 平成13年部分修正測量 E7-7-2

三河大野 伊平 いだいら 国土地理院 平成2年11月1日 平成元年修正測量 E7-7-2

三河大野 伊平 いだいら 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-7-2

名古屋北部 一宮 いちのみや 国土地理院 昭和62年9月30日 昭和61年修正測量 E10-1-3

名古屋北部 一宮 いちのみや 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 E10-1-3

名古屋北部 一宮 いちのみや 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E10-1-3

名古屋北部 一宮 いちのみや 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E10-1-3

岐阜 犬山 いぬやま 国土地理院 平成1年1月30日 昭和62年修正測量 E9-4-2

岐阜 犬山 いぬやま 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 E9-4-2

岐阜 犬山 いぬやま 国土地理院 平成10年4月1日 平成9年修正測量 E9-4-2

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 昭和49年3月30日 昭和46年修正測量 E8-13-4

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 平成1年12月1日 昭和63年修正測量 E8-13-4

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 平成7年10月1日 平成6年修正測量 E8-13-3･4

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 平成15年2月1日 平成13年修正測量 E8-13-3･4

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 平成15年2月1日 平成13年修正測量 E8-13-3･4

伊良湖岬 伊良湖岬 いらごみさき 国土地理院 平成17年9月1日 平成17年更新年更新 E8-13-3･4

師崎 内海 うつみ 国土地理院 平成1年7月1日 昭和63年修正測量 E10-4-4 以降廃図（師崎に入る）

師崎 内海 うつみ 国土地理院 平成1年7月1日 昭和63年修正測量 E10-4-4
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地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

田口 海老 えび 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-6-4

田口 海老 えび 国土地理院 昭和57年8月30日 昭和56年修正測量 E7-6-4

田口 海老 えび 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E7-6-4

田口 海老 えび 国土地理院 平成14年1月1日 平成13年修正測量 E7-6-4

豊橋 老津 おいつ 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E7-12-4

豊橋 老津 おいつ 国土地理院 昭和63年12月28日 昭和62年修正測量 E7-12-4

豊橋 老津 おいつ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正測量 E7-12-4

豊橋 老津 おいつ 国土地理院 平成15年5月1日 平成13年修正測量 E7-12-4

半田 大野 おおの 国土地理院 平成1年12月1日 昭和63年修正測量 E10-3-3

半田 大野 おおの 国土地理院 平成1年12月1日 昭和63年修正測量 E10-3-3

半田 大野 おおの 国土地理院 平成14年6月1日 平成13年修正測量 E10-3-3

岡崎 岡崎 おかざき 国土地理院 昭和50年5月30日 昭和48年修正測量 E7-15-1

岡崎 岡崎 おかざき 国土地理院 昭和63年6月30日 昭和62年修正測量 E7-15-1

岡崎 岡崎 おかざき 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正測量 E7-15-1

岡崎 岡崎 おかざき 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-15-1

明智 小渡 おど 国土地理院 昭和50年3月30日 昭和48年修正測量 E7-9-4

明智 小渡 おど 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-9-4

明智 小渡 おど 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-9-4

明智 小渡 おど 国土地理院 平成12年11月1日 平成11年部分修正測量 E7-9-4
名古屋南部 蟹江 かにえ 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E10-2-3

名古屋南部 蟹江 かにえ 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E10-2-3

名古屋南部 蟹江 かにえ 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E10-2-3

名古屋南部 蟹江 かにえ 国土地理院 平成16年12月1日 平成16年更新 E10-2-3

蒲郡 蒲郡 がまごおり 国土地理院 昭和52年3月30日 昭和49年修正測量 E7-16-1

蒲郡 蒲郡 がまごおり 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年修正測量 E7-16-1

蒲郡 蒲郡 がまごおり 国土地理院 平成6年6月1日 平成5年修正測量 E7-16-1

蒲郡 蒲郡 がまごおり 国土地理院 平成15年1月1日 平成13年修正測量 E7-16-1

蒲郡 蒲郡 がまごおり 国土地理院 平成21年7月1日 平成19年更新 E7-16-1

半田 刈谷 かりや 国土地理院 平成5年2月1日 平成4年部分修正測量（有料道路・境界） E10-3-1

半田 刈谷 かりや 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E10-3-1

半田 刈谷 かりや 国土地理院 平成21年10月1日 平成19年更新 E10-3-1

明智 川ヶ渡 かわかど 国土地理院 昭和61年1月30日 昭和59年修正測量 E7-9-2

明智 川ヶ渡 かわかど 国土地理院 平成12年11月1日 平成11年部分修正測量 E7-9-2
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地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

明智 川ヶ渡 かわがと 国土地理院 昭和49年8月30日 昭和48年修正測量 E7-9-2

明智 川ヶ渡 かわがと 国土地理院 昭和61年1月30日 昭和59年修正測量 E7-9-2

岐阜 岐阜 ぎふ 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 Ｅ9-4-4

岐阜 岐阜 ぎふ 国土地理院 平成21年10月1日 平成19年修正測量 Ｅ9-4-4

名古屋北部 清洲 きよす 国土地理院 昭和51年10月30日 昭和49年修正測量 E10-1-4

名古屋北部 清洲 きよす 国土地理院 昭和62年12月28日 昭和61年修正測量 E10-1-4

名古屋北部 清洲 きよす 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 E10-1-4

名古屋北部 清洲 きよす 国土地理院 平成14年6月1日 平成13年修正測量 E10-1-4

名古屋北部 清洲 きよす 国土地理院 平成20年7月1日 平成20年更新 E10-1-4

三河大野 熊 くま 国土地理院 昭和52年2月28日 昭和50年修正測量 E7-7-1

三河大野 熊 くま 国土地理院 平成2年7月1日 平成元年修正測量 E7-7-1

三河大野 熊 くま 国土地理院 平成2年7月1日 平成元年修正測量 E7-7-1

三河大野 熊 くま 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-7-1

桑名 桑名 くわな 国土地理院 昭和62年3月30日 昭和59年修正測量 E10-6-2

桑名 桑名 くわな 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E10-6-2

桑名 桑名 くわな 国土地理院 平成14年3月1日 平成12年修正測量 E10-6-2

美濃加茂 小泉 こいずみ 国土地理院 昭和63年1月30日 昭和61年修正測量 E6-16-4

瀬戸 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 昭和51年1月30日 昭和48年修正測量 E7-13-3

瀬戸 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 平成3年7月1日 平成2年修正測量 E7-13-3

瀬戸 高蔵寺 こうぞうじ 国土地理院 平成12年4月1日 平成11年部分修正測量 E7-13-3

岡崎 幸田 こうだ 国土地理院 昭和49年12月28日 昭和48年修正測量 E7-15-2

岡崎 幸田 こうだ 国土地理院 昭和63年6月30日 昭和62年修正測量 E7-15-2

岡崎 幸田 こうだ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正測量 E7-15-2

岡崎 幸田 こうだ 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-15-2

岡崎 幸田 こうだ 国土地理院 平成21年7月1日 平成19年修正測量 E7-15-2

師崎 河和 こうわ 国土地理院 平成1年11月1日 昭和63年修正測量 E10-4-1

師崎 河和 こうわ 国土地理院 平成1年11月1日 昭和63年修正測量 E10-4-1

師崎 河和 こうわ 国土地理院 平成15年2月1日 平成13年修正測量 E10-4-1

豊橋 小坂井 こざかい 国土地理院 昭和52年2月28日 昭和49年修正測量 E7-12-3

豊橋 小坂井 こざかい 国土地理院 昭和63年6月30日 昭和62年修正測量 E7-12-3

豊橋 小坂井 こざかい 国土地理院 平成6年6月1日 平成5年修正測量 E7-12-3

豊橋 小坂井 こざかい 国土地理院 平成14年11月1日 平成13年修正測量 E7-12-3

名古屋北部 小牧 こまき 国土地理院 昭和62年10月30日 昭和61年修正測量 E10-1-1
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名古屋北部 小牧 こまき 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 E10-1-1

名古屋北部 小牧 こまき 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E10-1-1

御油 御油 ごゆ 国土地理院 昭和51年1月30日 昭和48年修正測量 E7-11-4

御油 御油 ごゆ 国土地理院 平成1年3月30日 昭和63年部分修正測量（有料道路） E7-11-4

御油 御油 ごゆ 国土地理院 平成1年3月30日 昭和63年部分修正測量（有料道路） E7-11-4

御油 御油 ごゆ 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E7-11-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E7-16-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 昭和63年6月30日 昭和62年修正測量 E7-16-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 平成6年6月1日 平成5年修正測量 E7-16-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E7-16-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E7-16-4

蒲郡 佐久島 さくじま 国土地理院 平成17年9月1日 平成17年更新 E7-16-4

佐久間 佐久間 さくま 国土地理院 昭和47年11月30日 昭和45年測量 E7-2-3

佐久間 佐久間 さくま 国土地理院 昭和63年3月30日 昭和61年修正測量 E7-2-3

佐久間 佐久間 さくま 国土地理院 昭和63年3月30日 昭和61年修正測量 E7-2-3

佐久間 佐久間 さくま 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E7-2-3

佐久間 佐久間 さくま 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-2-3

瀬戸 猿投山 さなげやま 国土地理院 昭和49年11月30日 昭和48年修正測量 E7-13-2

瀬戸 猿投山 さなげやま 国土地理院 平成3年7月1日 平成2年修正測量 E7-13-2

瀬戸 猿投山 さなげやま 国土地理院 平成14年2月1日 平成12年修正測量 E7-13-2

瀬戸 猿投山 さなげやま 国土地理院 平成3年7月1日 平成2年修正測量 E7-13-2

御油 新城 しんしろ 国土地理院 昭和50年3月30日 昭和48年修正測量 E7-11-2

御油 新城 しんしろ 国土地理院 昭和60年2月28日 昭和58年修正測量 E7-11-2

御油 新城 しんしろ 国土地理院 昭和60年2月28日 昭和58年修正測量 E7-11-2

御油 新城 しんしろ 国土地理院 平成14年4月1日 平成13年修正測量 E7-11-2

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 昭和49年10月30日 昭和48年修正測量 E7-13-4

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成3年9月1日 平成2年修正測量 E7-13-4

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-13-4

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成17年3月25日 平成17年更新 E7-13-4

瀬戸 瀬戸 せと 国土地理院 平成3年9月1日 平成2年修正測量 E7-13-4

御油 高里 たかさと 国土地理院 昭和50年10月30日 昭和48年修正測量 E7-11-1

御油 高里 たかさと 国土地理院 昭和59年8月30日 昭和58年修正測量 E7-11-1

御油 高里 たかさと 国土地理院 昭和59年8月30日 昭和58年修正測量 E7-11-1

4/9
2023.3



 1：25000地形図（地区別） ※地区名とは、その図が含まれる一つ小さい縮尺の図名（1:25000の場合1:50000）

地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

御油 高里 たかさと 国土地理院 平成14年11月1日 平成13年修正測量 E7-11-1

伊良湖岬 高塚 たかつか 国土地理院 昭和47年2月28日 昭和44年改測 E8-9-1

伊良湖岬 高塚 たかつか 国土地理院 平成2年2月1日 昭和63年修正測量 E8-9-1

田口 田口 たぐち 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-6-3

田口 田口 たぐち 国土地理院 昭和58年1月30日 昭和56年修正測量 E7-6-3

田口 田口 たぐち 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E7-6-3

田口 田口 たぐち 国土地理院 平成15年5月1日 平成15年修正測量 E7-6-3

津島 竹鼻 たけはな 国土地理院 昭和61年11月30日 昭和59年修正測量 E10-5-1

津島 竹鼻 たけはな 国土地理院 平成5年11月1日 平成4年修正測量 E10-5-1

津島 竹鼻 たけはな 国土地理院 平成21年9月1日 平成19年更新 E10-5-1

瀬戸 多治見 たじみ 国土地理院 昭和50年3月30日 昭和48年修正測量 E7-13-1

瀬戸 多治見 たじみ 国土地理院 平成3年7月1日 平成2年修正測量 E7-13-1

瀬戸 多治見 たじみ 国土地理院 平成13年12月1日 平成12年修正測量 E7-13-1

田原 田原 たはら 国土地理院 昭和48年12月28日 昭和46年修正測量 E8-9-3

田原 田原 たはら 国土地理院 平成7年9月1日 平成6年修正測量 E8-9-1･3

田原 田原 たはら 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E8-9-1・3

田原 田原 たはら 国土地理院 平成20年11月1日 平成19年更新 E8-9-3

根羽 茶臼山 ちゃうすやま 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-5-2

根羽 茶臼山 ちゃうすやま 国土地理院 昭和58年6月30日 昭和56年修正測量 E7-5-2

根羽 茶臼山 ちゃうすやま 国土地理院 平成5年4月1日 平成4年修正測量 E7-5-2

根羽 茶臼山 ちゃうすやま 国土地理院 平成14年9月1日 平成13年修正測量 E7-5-2

豊田 知立 ちりゅう 国土地理院 昭和50年2月28日 昭和48年修正測量 E7-14-4

豊田 知立 ちりゅう 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E7-14-4

豊橋 知立 ちりゅう 国土地理院 平成14年9月1日 平成13年修正測量 E7-14-4

豊田 知立 ちりゅう 国土地理院 平成23年1月1日 平成22年更新 E7-14-4

豊田 知立 ちりゅう 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E7-14-4

津島 津島 つしま 国土地理院 昭和52年3月30日 昭和49年修正測量 E10-5-2

津島 津島 つしま 国土地理院 平成3年10月1日 平成3年部分修正測量（境界） E10-5-2

津島 津島 つしま 国土地理院 平成5年10月1日 平成4年修正測量 E10-5-2

津島 津島 つしま 国土地理院 平成21年8月1日 平成19年更新 E10-5-2

半田 常滑 とこなめ 国土地理院 平成2年4月1日 昭和63年修正測量 E10-3-4

半田 常滑 とこなめ 国土地理院 平成2年4月1日 昭和63年修正測量 E10-3-4

半田 常滑 とこなめ 国土地理院 平成14年6月1日 平成13年修正測量 E10-3-4
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 1：25000地形図（地区別） ※地区名とは、その図が含まれる一つ小さい縮尺の図名（1:25000の場合1:50000）

地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

名古屋南部 飛島 とびしま 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E10-2-4

名古屋南部 飛島 とびしま 国土地理院 平成14年11月1日 平成13年修正測量 E10-2-4

名古屋南部 飛島 とびしま 国土地理院 平成4年3月1日 平成3年修正測量 E10-2-4

名古屋南部 飛島 とびしま 国土地理院 平成17年1月1日 平成16年更新 E10-2-4

豊田 豊田南部 とよたなんぶ 国土地理院 昭和50年12月28日 昭和48年修正測量 E7-14-2

豊田 豊田南部 とよたなんぶ 国土地理院 平成4年4月1日 平成3年修正測量 E7-14-2

豊田 豊田南部 とよたなんぶ 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-14-2

豊田 豊田南部 とよたなんぶ 国土地理院 平成4年4月1日 平成3年修正測量 E7-14-2

豊田 豊田南部 とよたなんぶ 国土地理院 平成22年12月1日 平成22年更新 E7-14-2

豊田 豊田北部 とよたほくぶ 国土地理院 昭和49年10月30日 昭和48年修正測量 E7-14-1

豊田 豊田北部 とよたほくぶ 国土地理院 平成4年4月1日 平成3年修正測量 E7-14-1

豊田 豊田北部 とよたほくぶ 国土地理院 平成15年3月1日 平成13年修正測量 E7-14-1

豊田 豊田北部 とよたほくぶ 国土地理院 平成4年4月1日 平成3年修正測量 E7-14-1

豊田 豊田北部 とよたほくぶ 国土地理院 平成22年12月1日 平成22年修正測量 E7-14-1

豊橋 豊橋 とよはし 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E7-12-1

豊橋 豊橋 とよはし 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年修正測量 E7-12-1

豊橋 豊橋 とよはし 国土地理院 平成6年6月1日 平成5年修正測量 E7-12-1

豊橋 豊橋 とよはし 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-12-1

豊橋 豊橋 とよはし 国土地理院 平成21年4月1日 平成19年更新 E7-12-1

佐久間 中部 なかっぺ 国土地理院 昭和47年11月30日 昭和45年測量 E7-2-4

佐久間 中部 なかっぺ 国土地理院 昭和63年2月28日 昭和61年修正測量 E7-2-4

佐久間 中部 なかっぺ 国土地理院 昭和63年2月28日 昭和61年修正測量 E7-2-4

佐久間 中部 なかっぺ 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年修正測量 E7-2-4

名古屋南部 名古屋南部 なごやなんぶ 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E10-2-1

名古屋南部 名古屋南部 なごやなんぶ 国土地理院 平成7年9月19日 平成7年部分修正測量（高速道路・地下鉄） E10-2-1

名古屋南部 名古屋南部 なごやなんぶ 国土地理院 平成17年10月1日 昭和55年第2回改測平成16年更新 E10-2-1

名古屋南部 名古屋南部 なごやなんぶ 国土地理院 平成25年7月1日 平成24年更新 E10-2-1

名古屋北部 名古屋北部 なごやほくぶ 国土地理院 平成2年7月1日 平成元年部分修正測量（地下鉄） E10-1-2

名古屋北部 名古屋北部 なごやほくぶ 国土地理院 平成12年1月19日 平成11年部分修正測量 E10-1-2

名古屋北部 名古屋北部 なごやほくぶ 国土地理院 平成14年11月1日 平成13年修正測量 E10-1-2

名古屋北部 名古屋北部 なごやほくぶ 国土地理院 平成20年7月1日 平成20年更新 E10-1-2

名古屋南部 鳴海 なるみ 国土地理院 平成4年4月1日 平成3年修正測量 E10-2-2

名古屋南部 鳴海 なるみ 国土地理院 平成13年2月1日 平成11年部分修正測量 E10-2-2
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名古屋南部 鳴海 なるみ 国土地理院 平成14年6月1日 平成13年測量 E10-2-2

蒲郡 仁崎 にさき 国土地理院 昭和51年1月30日 昭和49年修正測量 E7-16-2

蒲郡 仁崎 にさき 国土地理院 昭和63年5月30日 昭和62年修正測量 E7-16-2 以降廃図（野田・老津へ入る）

岡崎 西尾 にしお 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和48年修正測量 E7-15-4

岡崎 西尾 にしお 国土地理院 昭和63年8月30日 昭和62年修正測量 E7-15-4

岡崎 西尾 にしお 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正測量 E7-15-4

岡崎 西尾 にしお 国土地理院 平成15年4月1日 平成13年修正測量 E7-15-4

岡崎 西尾 にしお 国土地理院 平成21年7月1日 平成19年更新 E7-15-4

根羽 根羽 ねば 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-5-4

根羽 根羽 ねば 国土地理院 昭和57年6月30日 昭和56年修正測量 E7-5-4

根羽 根羽 ねば 国土地理院 平成5年9月1日 平成4年修正測量 E7-5-4

根羽 根羽 ねば 国土地理院 平成14年4月1日 平成13年修正測量 E7-5-4

足助 寧比曽岳 ねびそだけ 国土地理院 昭和50年12月28日 昭和48年修正測量 E7-10-1

足助 寧比曽岳 ねびそだけ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-10-1

足助 寧比曽岳 ねびそだけ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-10-1

足助 寧比曽岳 ねびそだけ 国土地理院 平成12年11月1日 平成11年部分修正測量 E7-10-1

伊良湖岬 野田 のだ 国土地理院 昭和49年3月30日 昭和46年修正測量 E8-13-1

伊良湖岬 野田 のだ 国土地理院 平成1年10月1日 昭和63年修正測量 E8-13-1

伊良湖岬 野田 のだ 国土地理院 平成7年10月1日 平成6年修正測量 E8-13-1 元番号はE7-16-2

伊良湖岬 野田 のだ 国土地理院 平成14年11月1日 平成13年修正測量 E8-13-1

師崎 野間 のま 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年修正測量 E10-4-3

師崎 野間 のま 国土地理院 平成1年8月1日 昭和63年修正測量 E10-4-3

師崎 野間 のま 国土地理院 平成15年4月1日 平成13年修正測量 E10-4-3

半田 半田 はんだ 国土地理院 平成5年2月1日 平成4年部分修正測量（有料道路） E10-3-2

半田 半田 はんだ 国土地理院 平成5年2月1日 平成4年部分修正測量（有料道路） E10-3-2

半田 半田 はんだ 国土地理院 平成14年6月1日 平成13年修正測量 E10-3-2

足助 東大沼 ひがしおおぬま 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和48年修正測量 E7-10-4

足助 東大沼 ひがしおおぬま 国土地理院 昭和61年1月30日 昭和59年修正測量 E7-10-4

足助 東大沼 ひがしおおぬま 国土地理院 昭和61年1月30日 昭和59年修正測量 E7-10-4

足助 東大沼 ひがしおおぬま 国土地理院 平成12年10月1日 平成11年部分修正測量 E7-10-4

豊田 平針 ひらばり 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和48年修正測量 E7-14-3

豊田 平針 ひらばり 国土地理院 平成4年5月1日 平成3年修正測量 E7-14-3

豊田 平針 ひらばり 国土地理院 平成7年10月1日 平成6年部分修正測量（行政名・IC） E7-14-3
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豊田 平針 ひらばり 国土地理院 平成14年10月1日 平成13年修正測量 E7-14-3

豊田 平針 ひらばり 国土地理院 平成17年3月25日 平成17年更新 E7-14-3

伊良湖岬 福江 ふくえ 国土地理院 昭和49年3月30日 昭和46年修正測量 E8-13-3

伊良湖岬 福江 ふくえ 国土地理院 平成1年12月1日 昭和63年修正測量 E8-13-3 以降図名「伊良湖岬」

豊橋 二川 ふたがわ 国土地理院 昭和52年3月30日 昭和49年修正測量 E7-12-2

豊橋 二川 ふたがわ 国土地理院 昭和63年6月30日 昭和62年修正測量 E7-12-2

豊橋 二川 ふたがわ 国土地理院 平成6年8月1日 平成5年修正測量 E7-12-2

豊橋 二川 ふたがわ 国土地理院 平成14年4月1日 平成13年修正測量 E7-12-2

豊橋 二川 ふたがわ 国土地理院 平成20年11月1日 平成19年修正測量 E7-12-2

明智 猿爪 ましづめ 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和48年修正測量 E7-9-3

明智 猿爪 ましづめ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-9-3

明智 猿爪 ましづめ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-9-3

明智 猿爪 ましづめ 国土地理院 平成12年7月1日 平成11年修正測量 E7-9-3

満島 三河大谷 みかわおおたに 国土地理院 昭和47年11月30日 昭和45年測量 E7-1-4

満島 三河大谷 みかわおおたに 国土地理院 昭和58年4月30日 昭和56年修正測量 E7-1-4

満島 三河大谷 みかわおおたに 国土地理院 平成5年6月1日 平成4年修正測量 E7-1-4

満島 三河大谷 みかわおおたに 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E7-1-4

満島 三河大谷 みかわおおたに 国土地理院 平成19年7月1日 平成19年更新 E7-1-4

三河大野 三河大野 みかわおおの 国土地理院 昭和51年1月30日 昭和50年修正測量 E7-7-3

三河大野 三河大野 みかわおおの 国土地理院 平成2年11月1日（平成4年2月1日第2版） 平成元年修正測量 E7-7-3

三河大野 三河大野 みかわおおの 国土地理院 平成13年1月1日 平成11年部分修正測量 E7-7-3

三河大野 三河大野 みかわおおの 国土地理院 平成25年7月1日 平成24年更新 E7-7-3

足助 三河湖 みかわこ 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和48年修正測量 E7-10-2

足助 三河湖 みかわこ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-10-2

足助 三河湖 みかわこ 国土地理院 昭和60年12月28日 昭和59年修正測量 E7-10-2

足助 三河湖 みかわこ 国土地理院 平成12年11月1日 平成11年部分修正測量 E7-10-2

三河大野 三河富岡 みかわとみおか 国土地理院 昭和52年5月30日 昭和50年修正測量 E7-7-4

三河大野 三河富岡 みかわとみおか 国土地理院 平成2年8月1日 平成元年修正測量 E7-7-4

三河大野 三河富岡 みかわとみおか 国土地理院 平成2年8月1日 平成元年修正測量 E7-7-4

三河大野 三河富岡 みかわとみおか 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-7-4

田口 三河本郷 みかわほんごう 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-6-2

田口 三河本郷 みかわほんごう 国土地理院 昭和58年9月30日 昭和56年修正測量 E7-6-2

田口 三河本郷 みかわほんごう 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E7-6-2

8/9
2023.3



 1：25000地形図（地区別） ※地区名とは、その図が含まれる一つ小さい縮尺の図名（1:25000の場合1:50000）

地区名 図名 図名（読み） 発行者 発行年 最終編集年 1階地形図番号 備考

田口 三河本郷 みかわほんごう 国土地理院 平成14年3月1日 平成13年修正測量 E7-6-2

田口 三河本郷 みかわほんごう 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-6-2

御油 三河宮崎 みかわみやざき 国土地理院 昭和49年1月30日 昭和48年修正測量 E7-11-3

御油 三河宮崎 みかわみやざき 国土地理院 昭和59年11月30日 昭和58年修正測量 E7-11-3

御油 三河宮崎 みかわみやざき 国土地理院 昭和59年11月30日 昭和58年修正測量 E7-11-3

御油 三河宮崎 みかわみやざき 国土地理院 平成15年2月1日 平成13年修正測量 E7-11-3

田口 見出 みだし 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-6-1

田口 見出 みだし 国土地理院 昭和57年11月30日 昭和56年修正測量 E7-6-1

田口 見出 みだし 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E7-6-1

田口 見出 みだし 国土地理院 平成15年5月1日 平成13年修正測量 E7-6-1

浜松 三ケ日 みっかび 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E7-8-3

浜松 三ケ日 みっかび 国土地理院 平成3年4月1日 平成2年修正測量 E7-8-3

浜松 三ケ日 みっかび 国土地理院 平成3年4月1日 平成2年修正測量 E7-8-3

浜松 三ケ日 みっかび 国土地理院 平成19年4月1日 平成19年更新 E7-8-3

岐阜 美濃関 みのせき 国土地理院 平成1年1月30日 昭和62年修正測量 E9-4-1

岐阜 美濃関 みのせき 国土地理院 平成5年10月1日 平成4年修正測量 E9-4-1

岐阜 美濃関 みのせき 国土地理院 平成21年7月1日 平成19年更新 E9-4-1

師崎 師崎 もろざき 国土地理院 平成1年5月1日 昭和63年修正測量 E10-4-2

師崎 師崎 もろざき 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E10-4-2

師崎 師崎 もろざき 国土地理院 平成14年7月1日 平成13年修正測量 E10-4-2

師崎 師崎 もろざき 国土地理院 平成17年9月1日 平成17年更新 E10-4-2

師崎 師崎 もろざき 国土地理院 平成1年5月1日 昭和63年修正測量 E10-4-2

桑名 弥富 やとみ 国土地理院 平成3年10月1日 平成3年部分修正測量（境界） E10-6-1

桑名 弥富 やとみ 国土地理院 平成6年12月1日 平成5年修正測量 E10-6-1

桑名 弥富 やとみ 国土地理院 平成13年5月1日 平成12年修正測量 E10-6-1

根羽 横道 よこみち 国土地理院 昭和47年12月28日 昭和45年測量 E7-5-3

根羽 横道 よこみち 国土地理院 昭和57年12月28日 昭和56年修正測量 E7-5-3

根羽 横道 よこみち 国土地理院 平成13年7月1日 平成12年修正測量 E7-5-3

蒲郡 吉田 よしだ 国土地理院 昭和51年3月30日 昭和49年修正測量 E7-16-3

蒲郡 吉田 よしだ 国土地理院 昭和63年8月30日 昭和62年修正測量 E7-16-3

蒲郡 吉田 よしだ 国土地理院 平成6年6月1日 平成5年修正測量 E7-16-3

蒲郡 吉田 よしだ 国土地理院 平成14年8月1日 平成13年修正測量 E7-16-3

蒲郡 吉田 よしだ 国土地理院 平成21年10月1日 平成19年更新 E7-16-3
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