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＞ 住民サービス ＞ 統合型

GIS導入による業務効率化で生み出された投資収益額が明らかに

ワシントン州 キング郡

2億ドルのGIS投資に対し18年間で少なくとも7億7,600万ドルの便益
経済専門家によるアメリカ ワシントン州 キング郡の
GISプログラムが生み出した投資収益率の評価とその結果とは
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