
須磨保管資料

番号 資料の種類 関係地の所在 作成年月日 備考

神戸国際港都建設計画神戸流通業務
団地造成事業    指定の承認申請書 神戸流通業務団地 昭和61年6月 神戸市   座標紙データ有り

所在図作成業務確定測量成果簿 神戸流通業務団地 昭和62年6月
３冊　神戸市開発局 国際航業
㈱   座標紙データ有り

所在図作成業務確定測量成果簿 神戸流通業務団地 昭和63年6月
１冊　神戸市開発局 国際航業
㈱   座標紙データ有り

所在図作成業務確定測量成果簿 神戸流通業務団地 平成元年3月
１冊　神戸市開発局 国際航業
㈱   座標紙データ有り

所在図作成業務確定測量成果簿 神戸流通業務団地 平成2年11月
１冊　神戸市開発局 国際航業
㈱   座標紙データ有り

所在図作成業務確定測量成果簿 神戸流通業務団地 平成4年1月
１冊　神戸市開発局 国際航業
㈱   座標紙データ有り

神戸国際港都建設事業狩口住宅街区
整備事業　　画地確定図及び計算書 狩口住宅街区 無 神戸市   座標紙データ有り

神戸市白川土地区画整理事業　換地図白川 無 １：１０００　　1枚

（参考図）
神戸市須磨区車字吉六、向阪山、東畑、地番内訳
表　妙法寺字上の池 無 １：１０００　1枚

（参考図） 友が丘一丁目 無 １枚

（参考図） 神戸市須磨区車字岩山4番、7番 無 （作成　松岡豊二）　1枚

保留地処分一覧表 昭和45年4月25日 １：１０００　1枚

西部第一工区実測平面図 駒ヶ林線付近 無 １：３０００　　1枚

（参考図） 字トン松、字菅ノ池、字竹向イ 昭和48年4月20日 １枚

（参考図） 高倉台　（丁目界、字界） 無 １：４０００　　1枚

（参考図） 神戸市須磨区車 無 ４枚
須磨茶園畑土地区画整理組合地区
整理確定図 禅昌寺一丁目、養老町一丁目，永楽町１～３丁目無 １：６００　1枚

鬼ヶ平区画整理地区現況図 禅昌寺一丁目、養老町一丁目，永楽町１～３丁目無 鬼ヶ平区画整理地区現況図

舞子町　重要地図（ビニール袋入り）
播磨国明石郡垂水村ノ内山田村　字細道国有林
（本番１０６４番） 無 ７枚

舞子町　重要地図（ビニール袋入り） １３６９番ノ１分筆図 昭和17年5年26日 １枚

舞子町　重要地図（ビニール袋入り） 昭和5年８２７ノ１之山林 無 １枚

舞子町　重要地図（ビニール袋入り） 舞子第二土地区画整理組合確定図 昭和29年10年2日 １枚

里道水路求積図 神戸市多井畑東土地区画整理事業 無 １：５００　　1枚

土地区画整理事業施行に関する綴 新多聞 昭和49年 １冊　

調査日　平成17年10月２６日



東神戸保管資料
番号 資料の種類 関係地の所在 作成年月日 備考

（参考図）
御影町御影字（１６枚）、魚崎町魚崎字（４枚）、横屋字
（８枚）、郡家村（３枚）、住吉村（２２枚）、西平野（６枚） 無

計５９枚　作成者記載なし
＊閲覧禁止

字限地図 魚崎町横屋　 昭和２２年１２月
芦屋税務署　　２６枚
＊閲覧禁止

字限地図　 魚崎町横屋 無
２４枚　　作成者記載なし
＊閲覧禁止

字限図　 魚崎町魚崎 昭和２２年１２月　
３５枚　　　芦屋税務署
＊閲覧禁止

字限地図　 御影町石屋 無
２７枚　　　　作成者記載なし
＊閲覧禁止

字限地図 武庫郡魚崎町 昭和２２年１２月
３１枚　　　芦屋税務署
＊閲覧禁止

字限地図　 武庫郡本庄村深江 昭和２２年１２月　
２８枚　　　芦屋税務署
＊閲覧禁止

字限地図　 武庫郡本庄村青木　 昭和２２年１２月
３５枚　　　　　芦屋税務署
＊閲覧禁止

字限地図 武庫郡本庄村西青木 昭和２２年１２月　
１７枚　　　　　芦屋税務署
＊閲覧禁止

字限図　 御影町御影　 無
４９枚　　　作成者記載なし
＊閲覧禁止

（参考図） 本山町森字東山　 無
１枚　　作成者記載なし
＊閲覧禁止

換地図 神戸市東灘鴨子ヶ原土地区画整理事業第三地区　 無 ＊閲覧禁止
換地求積図 神戸市東灘鴨子ヶ原土地区画整理事業一人施行第三地区無 ＊閲覧禁止
区画整理予定図　 神戸市東灘鴨子ヶ原土地区画整理事業　 無 ＊閲覧禁止

参考図 鴨子ヶ原　２・３丁目 無
８枚　　　　作成者記載なし
＊閲覧禁止

建物図面 御影地区復興第一工区　 昭和42年11月20日 １４枚　神戸市　＊閲覧禁止
建物所在図　 御影町御影、御影町石屋　 昭和41年2月2日 １３枚　神戸市　＊閲覧禁止

都市計画道路山手幹線平面図　 山手幹線 無
１：２５０　作成者芦屋市
＊閲覧禁止

建物所在図　
神戸国際港都建設事業本庄地区復興土地区画整理
事業　本庄第一工区 昭和４５年９月 １８枚　

字限図 森　 無 ７枚　　作成者記載なし　　

字限図 神戸市東灘区本山町小路・北畑・田中　 無
３枚　　　　（マイラー済の記載な
し）　　　　作成者記載なし

字限図 神戸市東灘区本山町中野　 無
９枚　　　　（マイラー済の記載な
し）　　　　　　作成者記載なし

字限図 神戸市東灘区本山町野寄 明治８年８月１０日
４５枚　　（マイラー済の記載な
し）　　　　　　　　摂津国菟原郡

本庄地区土地区画整理施行地第二区
確定図、青木・西青木　本庄町地番変 青木・西青木　本庄町 無 ３枚　　　作成者記載なし
耕地整理地　字限地図 住吉村　 無 １７枚　　　住吉村　
（参考図） 菟原郡御影町ノ内　　 無 ２４枚　　　東明村　　

字限図　　 字御影山、字女女ヶ谷、字上今津、字子峰ヶ原　 無
（マイラー再製していない）
作成者記載なし

字限図　 西平野　（伊賀塚、平野、一ノ坪、東松本、西松本、天神山） 無 ８枚　　　作成者記載なし
芦屋市町名限図 無 ７４枚　　作成者記載なし　
区画整理確定図　 公光町・川西町（公光工区）　 昭和49年7月3日 ７枚　　　芦屋市
耕地整理確定図綴り 精道村第２地区 無

精道村第５地区 無
精道村第７地区 大正１５年
精道村第１地区 大正１０年
精道村第３地区 昭和２年
精道村第６地区 昭和２年
精道村第１０地区 昭和６年
六麓荘地区 昭和７年
山手地区 昭和８年
精道村第１１地区 昭和９年
精道村第８地区 昭和９年
精道村第４地区 昭和１０年
精道村第９地区 昭和１０年
打出地区 昭和１２年
本山村森地区 昭和１３年
打出山手地区 昭和１３年
灘深江地区 昭和１４年
打出金塚地区 昭和１５年
本山村中野地区 昭和１５年
本山村西部地区 昭和１６年
本山村中野第２地区 昭和１６年
打出岩ヶ平地区 昭和１７年
本山村西部地区 昭和１７年
本山村森地区 昭和１７年
本山村中央地区 昭和１７年

調査日　平成17年10月２4日



北 保管資料
番号 資料の種類 関係地の所在 作成年月日 備考

字限図  河川関係分筆図、字前浦分筆図 無
1冊　藤井昇氏所有地限図転
写あり　　＊閲覧禁止

住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
一工区） 北区泉台一丁目 昭和46年12月1日作成

住友不動産　　１冊
＊重複　閲覧禁止

（参考図） 神戸市兵庫区鈴蘭台東町 無 １冊　　　＊閲覧禁止　　
（参考図） 神戸市兵庫区鈴蘭台北・西町 無 １冊　　　＊閲覧禁止　　
座標リスト 兵庫県神戸市淡河地区行原工区確定測量 平成9年3月　 兵庫県　　1冊　　
画地出来形確認測量成果　換地図 神戸市北区北ノ谷土地区画整理事業 無  ㈱フジコー　　1冊
換地確定図兼確定図 神戸国際港都建設事業岡場地区特定土地区画整理事業平成12年3月29日 神戸市　　　　1冊

平成12年4月28日 神戸市　　　　1冊

換地確定図兼確定図
神戸国際港都建設事業北神戸第一特定土地区画整
理事業（鹿の子台） 無 都市基盤整備公団関西支社　1冊

建物所在図 神戸国際港都建設事業鈴蘭台土地区画整理事業 無 １冊　　　

確定測量成果簿 北星和台土地区画整理事業（京地３・４丁目） 平成12年2月
神戸市北神星和台土地区画
整理組合　1冊　（数値紙データ

画地出来形確認測量成果 杉尾台 平成12年7月26日 （数値紙データ有り）　1冊
画地出来形確認測量成果及び座標面
積計算書 谷上西・東・南町 平成16年4月1日 １冊　　（数値紙データ有り）

測量成果簿　　２・３級基準点測量
平成11県営ほ場整備事業（担い手育成型）八多地区
第２工区確定測量業務 平成１２年３月　 １冊　　（数値紙データ有り）

測量成果簿　　４級基準点測量 同上 平成１２年３月 １冊　　（数値紙データ有り）
測量成果簿　　面積計算簿　 同上 平成１２年３月 １冊　　（数値紙データ有り）

面積（座標法）計算書　 神戸市北区八多町附物・深谷・柳谷地内　 平成17年3月17日
神戸市八多土地改良区　　１
冊　　　（数値紙データ有り）

土地改良 淡河町北畑工区　 平成17年3月26日 １冊　　　（数値紙データ有り）
面積計算書 平成１５年　萩原野田工区確定測量業務 平成１６年３月 １冊　　　（数値紙データ有り）
基準点測量成果簿・確定測量成果簿 八多町屏風　　明司ヶ谷土地改良事業共同施行 平成17年9月14日 1冊　　　（数値紙データ有り）

換地図
神戸国際港都建設事業北神戸第二・第三土地区画
整理事業（上津台・赤松台） 平成１４年８月　

都市基盤整備公団関西支社
１冊　　（辺長記載有り）

住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業
（第一工区）　確定図 住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業（第一工区） 昭和49年9月2日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業
（第二工区）　確定図 住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業（第二工区） 昭和50年10月23日 （辺長記載あり）

住友北鈴蘭台第二土地区画整理事
業（第三工区）　確定図 住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業（第三工区）　昭和50年10月23日 （辺長記載あり）

住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業
（第四工区）　確定図 住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業（第四工区） 昭和51年2月4日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業
（第五工区）　確定図 住友北鈴蘭台第二土地区画整理事業（第五工区） 昭和52年5月19日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
一工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第一工区） 昭和46年12月2日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
二工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第二工区） 昭和47年9月21日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
三工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第三工区） 昭和48年3月19日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
四工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第四工区） 昭和48年4月11日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
五工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第五工区） 昭和49年12月11日 （辺長記載あり）
住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第
六工区）　確定図 住友北鈴蘭台土地区画整理事業（第六工区） 昭和52年5月19日 （辺長記載あり）
日生鈴蘭台土地区画整理事業　　換地図　日生鈴蘭台土地区画整理事業　　 昭和51年1月17日 （辺長記載有り）
神戸国際港都建設事業藤原特定土地
区画整理事業　　換地図

北町１～七丁目、中町１～８丁目、南町１～５丁目、八
多町吉尾、有野町有野 平成12年3月15日 都市基盤整備公団　　　１冊

調査日　平成17年10月２7日

山田町下谷上　　　字梅ノ木谷、字前浦、字五池谷、
字西丸山、字箕の谷、字六地蔵、字皆森、字芝、字西
向、字福仙寺、字沢、字梅木谷、字前浦、字五池谷、



本局保管資料
番号 資料の種類 関係地の所在 作成年月日 備考

25
神戸市葺合村地図　新生田川以西鉄
道以北 加納町、生田町、布引町、二宮町、琴ノ緒町 明治１６年１月１日現在

兵庫県　明治２３年土地改良
に依り不用

26 神戸市葺合新道開発土地改良地図 布引町、生田町、二宮町、琴ノ緒町 無
27 神戸市加納町地図 加納町 明治２４年１月１日調 兵庫県

28
神戸市山本通一丁目地図（加納町一
二丁目之一部包含） 山本通１、加納町２ 明治２４年１月１日調 兵庫県

29 神戸市山本通二丁目地図 山本通２ 明治２４年１月１日調 兵庫県
30 神戸市山本通三丁目地図 山本通３ 明治２４年１月１日調 兵庫県
31 神戸市山本通四丁目地図 山本通４ 明治２４年１月１日調 兵庫県
32 神戸市山本通五丁目地図 山本通５ 明治２４年１月１日調 兵庫県
33 神戸市山本通六丁目地図 山本通６ 明治２４年１月１日調 兵庫県

34
神戸市神戸港地方地図（加納町一二
丁目一部包含） 神戸港地方、加納町１，２ 明治２４年１月１日調 兵庫県

35 神戸市神戸港地方地図ノ二 神戸港地方 明治２４年１月１日調 兵庫県
36 神戸市中山手通三丁目地図 中山手通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
37 神戸市中山手通四丁目地図 中山手通四丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
38 神戸市中山手通五丁目地図 中山手通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
39 神戸市中山手通六丁目地図 中山手通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
40 神戸市中山手通七丁目地図 中山手通七丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
41 神戸市下山手通一丁目地図 下山手通一丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
42 神戸市下山手通二丁目地図 下山手通二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
43 神戸市下山手通三丁目地図 下山手通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
44 神戸市下山手通四丁目地図 下山手通四丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
45 神戸市下山手通五丁目地図 下山手通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
46 神戸市下山手通六丁目地図 下山手通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
47 神戸市下山手通七丁目八丁目地図 下山手通七・八丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
48 神戸市北長狭通一丁目地図 北長狭通一丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
49 神戸市北長狭通二丁目地図 北長狭通二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
50 神戸市北長狭通三丁目地図 北長狭通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
51 神戸市北長狭通五丁目地図 北長狭通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
52 神戸市北長狭通六丁目地図 北長狭通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
53 神戸市北長狭通七丁目地図 北長狭通七丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
54 神戸市三宮町一丁目地図 三宮町一丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
55 神戸市三宮町二丁目地図 三宮町二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
56 神戸市三宮町三丁目地図 三宮町三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
57 神戸市元町通一丁目地図 元町通一丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
58 神戸市元町通二丁目地図 元町通二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
59 神戸市元町通三丁目地図 元町通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
60 神戸市元町通四丁目地図 元町通四丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
61 神戸市元町通五丁目地図 元町通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
62 神戸市元町通六丁目地図 元町通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
63 神戸市元町通七八丁目地図 元町通七八丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
64 神戸市栄町通一丁目地図 栄町通一丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
65 神戸市栄町通二丁目地図 栄町通二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
66 神戸市栄町通三丁目地図 栄町通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
67 神戸市栄町通四丁目地図 栄町通四丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
68 神戸市栄町通五丁目地図 栄町通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
69 神戸市栄町通六丁目地図 栄町通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
70 神戸市海岸通一丁目地図　 海岸通一丁目（神戸市海岸通一丁目甲号地図） 明治２４年１月１日調 兵庫県
71 神戸市海岸通一丁目地図　 海岸通一丁目（神戸市海岸通一丁目乙号地図） 明治２４年１月１日調 兵庫県
72 神戸市海岸通二丁目地図 海岸通二丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
73 神戸市海岸通三丁目地図 海岸通三丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
74 神戸市海岸通四丁目地図 海岸通四丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
75 神戸市海岸通五丁目地図 海岸通五丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
76 神戸市海岸通六丁目地図 海岸通六丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県
77  神戸市弁天町地図  弁天町 明治２４年１月１日調 兵庫県
78 神戸市宇治野町地図 宇治野町 明治２４年１月１日調 兵庫県
79 神戸市楠町地図（宇治川町） 楠町 明治２４年１月１日調 兵庫県

80
神戸市橘通１丁目至６丁目上橘通４丁
目至７丁目地図 橘通１～６丁目、上橘通４～７丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県

81 神戸市多聞通、古湊通、中町地図 多聞通、古湊通、中町 明治２４年１月１日調 兵庫県
82 神戸市相生町地図 相生町 明治２４年１月１日調 兵庫県

83
神戸市東川崎町地図（神戸市東川崎
町甲号地図） 東川崎町 明治２４年１月１日調 兵庫県

84
神戸市東川崎町地図（神戸市東川崎
町乙号地図） 東川崎町 明治２４年１月１日調 兵庫県

85

土地改良地域更正図神戸市葺合新生
田川以東鉄道以北、熊内橋以南、城ヶ
谷以西地図 熊内橋通、旗塚通、神若通、国香通、若菜通

明治３４年１１月土地改良地
域更正出願（明治３５年１２
月竣成、明治３６年１月聴 「神戸税務署之印」あり　

86 神戸市新生田川以西鉄道以南地図 旭、雲井、小野柄、御幸、磯上、八幡、磯辺、浜辺 無 「神戸税務署之印」あり　
87 神戸市北野町一丁目二丁目地図 北野町一・二丁目 無 直税課のゴム印あり
88 神戸市宇治川町地図 宇治川町 無 「神戸税務署之印」あり

89
神戸市熊内町地図（神戸市葺合熊内
町土地改良区割形状変更全図） 熊内町 無

神戸市葺合町新道開発第四
工区付属工区地主総代 新道
委員長山本繁造 の印あり

90 神戸市神戸区地籍地図 神戸区 無 神戸地方裁判所の印あり

91 湊東区地籍図 湊東区 昭和6年11月8日
神戸地方裁判所の印あり　神
戸市長の賛字あり

92 神戸市葺合区地籍図　 葺合区 無 神戸区裁判所
93 神戸区湊東区地籍図 湊東区 無 神戸区裁判所登記帳

調査日　平成17年10月２５日



97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107 神戸市荒田町地図 荒田町１－４丁目 明治２４年１月１日調 兵庫県　直税課のゴム印あり

108
荒田町三丁目計画図（神戸市荒田町
三丁目土地区割整理組合整理確定図 荒田町３丁目 無 寸法なし　　作成者記載なし

109 荒田町四丁目全図 荒田町四丁目 昭和１０年６月現在 寸法なし　　作成者記載なし

110 神戸市北部耕地整理組合第一工区確定図氷室町、熊野町１２、夢野町、菊水町、湊川町 無
　神戸市北部耕地整理組合組
合長の印あり

111 神戸市福原町地図 神戸市福原町地図 無 兵庫県
112 神戸市算所町地図 算所町 明治２４年１月１日調 兵庫県
113 神戸市新町、浜新町地図 新町、浜新町 明治２４年１月１日調 兵庫県

114
神戸市兵庫港地方地図（中道通以北、
会下山） 兵庫港地方、中道通以北、会下山 明治２６年１２月現在 兵庫県

115
神戸市兵庫港地方字谷畑地図（国道
以南、鉄道以北） 兵庫港地方、国道以南、鉄道以北 明治２６年１２月現在 兵庫県

116 神戸市兵庫港地方地図（見取場、和田岬）兵庫港地方 明治２７年１月１日現在 兵庫県
117 宅地地買修正ノ図 福原町、上橘通、橘通、多聞通 明治43年4月14日 直税課のゴム印あり

118
神戸市平野大正３年改訂新町名地番
地籍図 平野 大正３年１月１日大字改訂 神戸区裁判所

119 神戸市楠町四丁目戸番図 楠町四丁目 昭和１１年調製
神戸１１．７．３１税務署のゴム
印あり

120 荒田町二丁目戸番図 荒田町二丁目 昭和１１年５月１０日調査 荒田町二丁目衛生組合
121 神戸市灘区日出町三丁目 日出町三丁目 無 作成者記載なし
122

123 耕地整理完了図 西灘１・７ 昭和１２年３月現在
神戸市西灘自第一
至第七耕地整理組合

124
125
126 灘浜町地籍図 灘浜町 昭和１５年８月１日調製 作成者記載なし

無 （参考図） 羽坂通一二丁目 無 作成者記載なし

無 （参考図）
松原通六・七丁目、芦原通一二丁目、芦原通三・四・
五丁目、芦原通六丁目 無 作成者記載なし

無 神戸市六甲八幡土地区画整理組合確定図六甲八幡 無 作成者記載なし

無 耕地整理完了図 西灘 昭和１２年３月現在
神戸市西灘自第一至第七耕
地整理組合

無 町名配置図 無 作成者記載なし塚本通一・二・三・四丁目、塚本通五・六・七・八丁目、
大開通一・二丁目、大開通三・四・五丁目、大開通六
（破損）、大開通八・九・十丁目、水木通一・二丁目、
水木通三・四丁目、水木通五・六丁目、水木通七・八
丁目、水木通九・十丁目、中道通一・二丁目、中道通
三・四丁目、中道通五・六丁目、中道通七・八丁目、
中道通九・十丁目、下澤通一・二丁目、下澤通三・四
丁目、下澤通五・六丁目、下澤通七丁目、上澤通一・
二丁目、上澤通三・四丁目、上澤通五・六丁目、上澤
通七・八丁目、松本通一・二丁目、松本通三・四丁
目、松本通五・六丁目、松本通七・八丁目、大井通
全、字上指上甲及指上、字指上、字東山、字会下山
其一、字会下山其二、字会下山其三、字会下山其
四、字会下山其五、字会下山其六、字会下山其七、
字会下山其八



 

数 値 デ ー タ 

 

本局 

 神戸葺合  土地  ＦＤ ４７枚  （Ｈ１１．９．１） 

         新築建物追加分  ＦＤ １枚  （Ｈ１１．９．９） 

         差し替え文書  ＦＤ ７枚 （８・２７から９・１０） 

         区分 ＦＤ ６７枚 （Ｈ１１．８．３１分５７枚、Ｈ１１．１１．９分１枚、Ｈ１１．１１．１０分３枚、 

                      Ｈ１１．１１．１１分３枚、Ｈ１１．１１．１２分３枚） 

         差し替え文書  ＦＤ １枚  （Ｈ１１．８．２６） 

 

  ＦＤ ４枚  １．旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、海岸通、籠池通、加納町、 

上筒井通、神若通 

２．北本町通、国香通、雲井通、熊内通、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通 

３．東雲通、大日通、筒井通、二宮通、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通 

４．日暮通、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜通、割塚通 

 

  基準点（場所の記載なし）  ＦＤ １枚 

 

  河原地区（西工区）換地座標  ＦＤ １枚 

 

  六甲道駅西地区ＳＩＭＡフォーマット筆界座標・基準点座標  ＦＤ  １枚 

 

  神戸市兵庫区中之島二丁目１番外（座標値）ＳＩＭＡデータ、 

神戸市産業振興局中央卸売市場本場               ＦＤ １枚  

 

土地情報管理システムＫ－１０インデックスファイル（０６年度） ＦＤ １枚 

土地情報管理システムＫ－１０所有者別ファイルＦＤ番号０００１（０６年度）  ＦＤ １枚 

土地情報管理システムＫ－１０原図別ファイルＦＤ番号０００１（０６年度）  ＦＤ １枚 

土地情報管理システムＫ－１０区域別ファイルＦＤ番号０００１（０６年度）  ＦＤ １枚 

  以上ＦＤ４枚 国土情報開発株式会社 ９５年１月２７日 

 

北 

経営体育成基盤整備事業 神戸市北区淡河町北畑地区  ＣＤ １枚 （Ｈ１７．３．２８） 

 

八多地区第３工区確定測量業務 平成１６年度 確定測量原図ＤＸＦ ＳＩＭＡ ＣＤ １枚 

 ㈱コーワ測量設計  （Ｈ１７．３．１６） 

   



県営ほ場整備事業 淡河地区木津工区  ＦＤ １枚 

 

  平成１５年度萩原野田工区確定測量業務 

（神戸市北区淡河町萩原野田地内）     ＣＤ １枚  （Ｈ１７．３．３０） 

 

 

東神戸  なし 

 

須磨  なし 

 

西宮  なし 

 

明石 

  経営体育成基盤整備事業 １７工区（殿畑・君原） ＳＩＭＡデータ  ＦＤ １枚 

  三木市口吉川町殿畑字前笹原、三木市口吉川町殿畑字東カチ 

  三木市口吉川町殿畑字馬場脇、三木市口吉川町殿畑字山添 

  三木市口吉川町殿畑字中谷、  三木市口吉川町殿畑字本谷 

  三木市口吉川町殿畑字岡崎、  三木市口吉川町殿畑字安助谷 

  三木市口吉川町殿畑字開進、  三木市口吉川町殿畑字笹樋谷 

  三木市口吉川町殿畑字西小谷、 三木市口吉川町殿畑字岡 

  三木市口吉川町殿畑字田谷、  三木市口吉川町殿畑字境カチ 

  三木市口吉川町殿畑字市川原、 三木市口吉川町君畑字北山  

  三木市口吉川町殿畑字谷 

      （Ｈ１８．１．１１） 

 

 

三木 なし 

 

 

小野 

   経営体育成基盤整備事業 きすみの地区土地改良事業  小野市来住町、下来住町の各一部 

                ＣＤ  １枚   （Ｈ１６．１１．８） 

 

   小野市黒川南土地区画整理事業 小野市黒川町字萬四良カチ、字物見ヶ岬の各一部 

                ＦＤ  １枚 （若干の紙データも有り）   （Ｈ１６．６．２１） 



 

 

    

 

宝塚   

   宝塚市川面東土地区画整理事業 宝塚市川面１丁目  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．１２．１９） 

 

   基盤整備促進事業 大字境野・玉瀬の一部  ＣＤ １枚  （Ｈ１７．６．２８） 

 

   阪神間都市計画事業小林土地区画整理事業  宝塚市小林  ＣＤ １枚  （Ｈ１７．６．２８） 

 

   

篠山 

  確定測量成果簿ＣＩＭＡ．ＳＦＣ 共同施行 見内地区 

 （兵庫県篠山市見内の一部の土地 非補助土地改良事業）  ＣＤ １枚  （Ｈ１７．９．１２） 

 

 

姫路 

  国土調査 神崎郡市川町甘地  データ ＦＤ ２枚  （Ｈ１６．７．９） 

 

  県営土地改良事業（経営体育成基盤整備事業） 神崎郡福崎町八千種  ＣＤ １枚 日付なし 

 

  地籍調査事業 神崎郡神崎町大字福本の一部 福本（３）地区  ＣＤ １枚  日付なし 

地籍調査事業 神埼郡神埼町大字福本の一部 福本（２）地区  ＦＤ １枚 （Ｈ１７．４．１３） 

 

  姫路市大津町二丁目土地区画整理事業 姫路市大津町二丁目及び大津町三丁目の各一部 

     ＣＤ １枚  （Ｈ１７．３．８） 

 

  神崎町地籍調査  福本（２） 数値成果  ＦＤ １枚  日付なし 

 

  経営体育成基盤整備事業 甘地地区 兵庫県神崎郡市川町谷、田中、近平の一部 

        ＣＤ １枚  （Ｈ１７．６．３） 

 

経営体育成基盤整備事業甘地地区 兵庫県神崎郡市川町谷、小谷、千原、田中、近平、小室 

の一部       ＣＤ  １枚  （Ｈ１７．６．３） 

 

基盤整備促進事業（農地等高度利用促進・担い手育成型）神種地区 兵庫県飾磨郡夢前町 

       ＦＤ  １枚  （Ｈ１７．１１．１８） 



 

区画整理 加茂南、船場川東、大井川、中島阿成、中島南、東天満 (ｼｰﾏﾃﾞｰﾀ)ＭＯ１枚 日付なし 

 

 

加古川 

  田園居住区整備事業加古川市神野南土地区画整理事業   加古川市神野町石守１丁目、２丁目、

３丁目、神野町福留１丁目の全部及び神野町福留の一部   ＣＤ １枚  （Ｈ１７．１０．２６） 

 

社 

  地籍調査の成果 多可郡加美町の地籍図及び地籍簿   多可郡加美町大字三谷・大袋の一部 

多可郡加美町大字大袋〔Ⅱ〕の一部     ＦＤ ２枚   （Ｈ１７．９．６） 

 

 

龍野 

  波賀町 宍粟郡波賀町大字日見谷  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．４．１１） 

 

  たつの市揖保川町 たつの市揖保川町浦部、金剛山、馬場の一部  ＣＤ １枚 （Ｈ１７．７．１３） 

 

  県営ほ場整備事業 御津北地区中島工区 たつの市御津町中島の一部 

 ＦＤ １枚 （Ｈ１７．５．２０） 

 

 

洲本 

  土地改良 緑町中条中筋  ＣＤ １枚  （Ｈ１６．１１．８） 

 

  洲本市中川原地区ＳＩＭＡデータ  ＦＤ １枚  日付なし 

 

  土地改良 鮎原上  ＣＤ １枚 （Ｈ１７．６．１７） 

 

  基盤整備促進事業（一般型）鮎原上地区第１工区 兵庫県津名郡五色町鮎原上、同五色町鮎原下 

       ＣＤ  １枚  （Ｈ１７．？．２５） 

 

  地籍図 国土調査 広田広田・広田中筋  ＣＤ １枚  （Ｈ１７．１１．２） 

 

  土地改良による所在図 五色町広石中・広石下  ＣＤ １枚  （Ｈ１８．２．９） 

 

  土地改良による所在図 津名郡五色町都志、都志米山  ＣＤ １枚  （Ｈ１８．２．１３） 



 

 

津名 

  東浦サンパーク  津名郡東浦町久留麻 座標一覧図（縮尺１：５００） ＦＤ １枚 （Ｈ１７．５．２） 

 

  地籍図  淡路市下司  ＭＯ １枚  （Ｈ１７．１１．８） 

 

  地籍図  淡路市尾崎  ＭＯ １枚  （Ｈ１７．１１．８） 

   

  地籍図  淡路市山田・入野  ＭＯ １枚  （Ｈ１７．１１．８） 

 

 

八鹿 

  平成１６年度地籍調査事業 朝来郡生野町黒川の一部地区  ＣＤ １枚  （Ｈ１７．１．１７） 

 

  中山間地域総合整備事業(広域連携型)南但馬ハッピー地区 唐川工区  養父市大字長野の一部 

       ＣＤ １枚   （Ｈ１８．２．１６） 

 

  準則第１４条報告添付「数値データ」  朝来市和田山町岡田  CD １枚  （Ｈ１８．２．２３） 

 

  県営土地改良事業(レインボー南但地区・別宮工区) 土地改良法による土地所在図 

  養父市別宮の一部    ＣＤ １枚  （Ｈ１８．２．１４） 

 

国土調査による地籍図  朝来市澤・山内・納座・佐嚢、朝来市生野町黒川、朝来市和田山町岡田 

                   の各一部   ＣＤ １枚  （Ｈ１８．２．１６） 

 

 

  平成１６年度山東町地籍調査事業平成１５年度調査地区  与布土・三保・越田の各一部地区 

           ＦＤ  １枚   （Ｈ１８．１．１３） 

 

  平成１６年度山東町地籍調査事業平成１５年度調査地区  滝田・大垣・矢名瀬町の各一部地区 

           ＦＤ  １枚   （Ｈ１８．１．１３） 

  

  平成１５年度地籍調査事業平成１４年度調査地区  朝来郡山東町新堂・大内・塩田の各一部地区 

           ＣＤ  １枚   （２００５．０３．０７）   

 

  平成１５年度地籍調査事業平成１４年度調査地区  朝来郡山東町滝田・大垣・矢名瀬・新堂 

の各一部地区 ＣＤ １枚 （２００５．０３．０７）   

 



 

 

平成１５年度地籍調査事業 朝来郡朝来町伊由市場の一部地区  ＣＤ １枚 （Ｈ１６．１２．３） 

 

  平成１６年度地籍調査事業 朝来郡朝来町伊由市場の一部地区  ＣＤ １枚 （Ｈ１６．１２．３） 

 

  準則３０条報告の数値情報 村岡町長板友木地区   ＦＤ ２枚   （Ｈ１６．９．１７） 

 

     

三田 

  県営ほ場整備事業 本庄地区第３工区  兵庫県三田市  ＦＤ  １枚  （Ｈ１７．３．１８） 

 

  北摂地区新住宅市街地開発事業 

 三田市あかしあ台（１丁目）・ゆりのき台（六丁目）・けやき台（３・５・６丁目）  紙データ   

（Ｈ１７．１２．１２） 

 

   

豊岡 

  土地改良登記令による土地全部の所在図  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．４．２７） 

 

  土地改良登記令による土地全部の所在図  ＦＤ １枚  （Ｈ１８．２．１７） 

 

  土地改良登記令による建物全部の所在図  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．９．２０） 

 

   

赤穂   

   国土調査による地籍図  赤穂市周世の一部  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．８．２５） 

 

   国土調査  赤穂市大字周世の一部地域  ＦＤ １枚  （Ｈ１７．７．４） 

 

    

相生   

   県営ほ場整備事業船坂第１工区 赤穂郡上郡町梨ヶ原・落地・栗原の一部 

        ＣＤ  １枚   （Ｈ１６．１０．２８） 
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