
　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期

鳥取県 米子市 一部 溝口町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　39点 シンワ技研コンサルタント（株） H14.4.25
日野町 一部 江府町 一部 基準点 ３級  　 　53点 助言 H14.4.25 G 0007 （株）荒谷建設コンサルタント H15.1.31
日南町 一部   基準点 ３級  　 　81点

水　準 ２級  　45.0Km

倉吉市 全域 赤碕町 全域 森林計画 撮　影 16000 696.0
写測エンジニアリング（株）　鳥
取支店

H14.5.7

東伯町 全域 大栄町 全域 助言 H14.4.25 G 0011 H14.10.31
関金町 全域 北条町 全域
羽合町 全域 泊村 全域
東郷町 全域 三朝町 一部

三朝町 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 161.0 アジア航測（株）　松江営業所 H14.3.29
空　三  　 　183Ｍ 助言 H14.5.14 G 0018 H14.9.30
数値図化 2500 161.0
既成図数値化 2500 161.0
座標変換 2500 161.0

米子市 一部 西伯町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　21点 （株）ウエスコ H14.4.13

基準点 ３級  　 　96点 助言 H14.5.21 G 0025 H14.10.31
淀江町 一部   下水道計画 座標変換 500 7.3 （株）ウエスコ H14.6.1

助言 H14.6.3 G 0035 H14.7.31
名和町 一部   その他 基準点 ２級  　 　3点 ダイニチ技研（株） H14.6.3

基準点 ３級  　 　10点 助言 H14.6.3 G 0037 H14.6.30
国府町 一部 江府町 一部 土地改良 撮　影 8000 9.5 写測エンジニアリング（株） H14.6.10

空　三  　 　7Ｍ 助言 H14.6.13 G 0048 H14.7.31
水　準 簡級  　2.0Km

岩美町 一部   ほ場整備 座標変換 １級  　 　1点
鳥取県土地改良事業団体連
合会

H14.7.8

基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.7.8 G 0079 H14.12.31

岸本町 一部 溝口町 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 147.1 アジア航測（株）　松江営業所 H14.7.10

江府町 一部   空　三 2500  　 　95Ｍ 助言 H14.7.10 G 0087 H14.12.28
数値図化 2500 147.1

鳥取市 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　24点 シンワ技研コンサルタント（株） H14.7.1
河原町 一部   座標変換 ３級  　 　116点 助言 H14.7.16 G 0096 H14.8.16
用瀬町 一部   

東伯町 一部   下水道計画 座標変換 500 1.2 （株）ウエスコ　倉吉事務所 H14.7.3
水　準 ３級  　10.2Km 助言 H14.7.17 G 0099 H14.11.29
カラー撮影 5000 8.0
空　三 500  　 　17Ｍ
数値図化 500 1.5

北条町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
鳥取県土地改良事業団体連
合会

H14.7.24

助言 H14.7.24 G 0111 H14.12.31
東郷町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　39点 西谷技術コンサルタント（株） H14.6.19

基準点 地籍図根点  　 　5点 助言 H14.7.29 G 0124 H15.3.25

中国地方整備局日野川工事事務所

鳥取県

中国地方整備局倉吉工事事務所

中国地方整備局日野川工事事務所

鳥取県　　淀江町

鳥取県　　名和町

鳥取県土地改良事業団体連合会

鳥取県　　岩美町

中国地方整備局日野川工事事務所

中国地方整備局　鳥取工事事務所

鳥取県　　東伯町

鳥取県　　北条町土地改良区

鳥取県　　東郷町

測量地域 計画機関



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鳥取県 溝口町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 H14.7.29

助言 H14.7.31 G 0125 H14.12.31
関金町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　39点 西谷技術コンサルタント（株） H14.8.7

助言 H14.8.7 G 0148 H15.3.10
智頭町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　100点 西谷技術コンサルタント（株） H14.8.13

助言 H14.8.19 G 0159 H15.3.25
智頭町 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　2点 （株）シーケィ・テック H14.8.26

助言 H14.8.16 G 0166 H14.8.30

鳥取市 一部 国府町 一部 河川管理 座標変換 ２級  　 　20点 シンワ技研コンサルタント（株） H14.8.5

座標変換 ３級  　 　64点 助言 H14.8.21 G 0171 H14.10.16

三朝町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　66点 西谷技術コンサルタント（株） H14.8.28

助言 H14.8.28 G 0174 H15.3.10

東伯町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　81点 西谷技術コンサルタント（株） H14.5.15

基準点 地籍図根点  　 　8点 助言 H14.9.5 G 0187 H15.1.31

八東町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　72点 西谷技術コンサルタント（株） H14.8.22

助言 H14.9.5 G 0188 H15.3.20

大山町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　25点 西谷技術コンサルタント（株） H14.9.5

助言 H14.9.13 G 0200 H15.3.7

日南町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　17点 西谷技術コンサルタント（株） H14.9.2

助言 H14.9.24 G 0214 H15.2.28

境港市 全域   都市計画 カラー撮影 12500 26.0 （株）ウエスコ　米子支店 H14.8.29

数値図修正 2500 26.0 助言 H14.9.24 G 0215 H15.2.28

座標変換 2500 26.0

淀江町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　87点 西谷技術コンサルタント（株） H14.10.3

助言 H14.10.3 G 0223 H15.3.31

溝口町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　16点 西谷技術コンサルタント（株） H14.10.10

助言 H14.10.10 G 0226 H15.3.25

岸本町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　31点 西谷技術コンサルタント（株） H14.9.12

助言 H14.10.3 G 0230 H15.3.24

西伯町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　29点 西谷技術コンサルタント（株） H14.10.3

助言 H14.10.3 G 0235 H15.2.28

西伯町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　14点
鳥取県土地改良事業団体連
合会

H14.10.7

助言 H14.10.7 G 0244 H14.12.31
北条町 一部   都市計画 写測図化 2500 13.9 （株）ワールド H14.9.25

助言 H14.10.23 G 0274 H15.1.22
米子市 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　6点 （株）アサヒ測量設計事務所 H14.10.1

助言 H14.10.23 G 0275 H15.1.20
江府町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 H14.10.21

助言 H14.10.21 G 0278 H14.12.31
米子市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　2点 （株）ヨナゴ技研コンサルタント H14.11.11

座標変換 ２級  　 　13点 助言 H14.11.12 G 0314 H15.1.31
座標変換 ３級  　 　27点
座標変換 ４級  　 　83点

会見町 一部   地籍調査 基準点 ３級  　 　17点 西谷技術コンサルタント（株） H14.11.21
助言 H14.11.21 G 0323 H15.2.28

鳥取県　　溝口町

鳥取県　　関金町

鳥取県　　智頭町

中国地方整備局鳥取工事事務所

中国地方整備局鳥取工事事務所

鳥取県　　三朝町

鳥取県　　東伯町

鳥取県　　八東町

鳥取県　　大山町

鳥取県　　日南町

鳥取県　　境港市

鳥取県　　淀江町

鳥取県　　溝口町

鳥取県　　岸本町

鳥取県　　西伯町

鳥取県　　西伯町

鳥取県　　北条町

広島防衛施設局

鳥取県　　江府町

鳥取県　　米子市

鳥取県　　会見町

鳥取県土地改良事業団体連
合会

鳥取県土地改良事業団体連
合会



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鳥取県 泊村 一部 羽合町 一部 森林計画 写真図 100.0 写測エンジニアリング（株） H14.12.5
東郷町 一部 三朝町 一部 助言 H14.11.21 G 0326 鳥取支店 H15.2.20
関金町 一部 北条町 一部
大栄町 一部   
用瀬町 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　2点 （株）エイトコンサルタント H14.12.1

助言 H14.11.25 G 0331 H14.12.30

北条町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　81点 西谷技術コンサルタント（株） H14.12.20
助言 H14.11.28 G 0332 H15.3.25

米子市 全域 日吉津村 全域 都市計画 カラー撮影 10000 104.5 （株）パスコ　鳥取営業所 H14.12.4
空　三 10000  　 　112Ｍ 助言 H14.12.4 G 0346 H15.3.28
水　準 簡級  　74.0Km
数値図化 2500 50.9

米子市 一部 西伯町 一部 河川計画 水　準 ２級  　22.0Km （株）ウエスコ H14.12.6
岸本町 一部   水　準 ３級  　22.0Km 助言 H14.12.10 G 0353 H15.3.14
鳥取市 一部 国府町 一部 河川計画 座標変換 2500 28.0 （株）パスコ　鳥取営業所 H14.12.10
河原町 一部 用瀬町 一部 カラー撮影 12500 28.0 助言 H14.12.10 G 0354 H15.2.28

数値図修正 2500 28.0
日南町 全域   土地改良 座標変換 １級  　 　8点 西谷技術コンサルタント（株） H15.1.27

座標変換 ２級  　 　123点 助言 H15.1.27 G 0393 H15.3.25

東伯町 一部 大栄町 一部
通信等管路埋設位
置測定

基準点 １級  　 　26点 （株）ウエスコ　倉吉事務所 H15.1.20

北条町 一部 羽合町 一部 助言 H15.1.29 G 0399 H15.3.31
泊村 一部 青谷町 一部

名和町 一部 中山町 一部
通信等管路埋設位
置測定

基準点 １級  　 　25点 西谷技術コンサルタント（株） H15.1.10

赤碕町 一部 東伯町 一部 助言 H15.1.29 G 0400 H15.3.31

米子市 一部 日吉津村 一部
通信等管路埋設位
置測定

基準点 １級  　 　19点 シンワ技研コンサルタント（株） H15.1.29

淀江町 一部 大山町 一部 助言 H15.1.29 G 0401 H15.3.31

河原町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　9点
鳥取県土地改良事業団体連
合会

H15.2.3

助言 H15.2.3 G 0403 H15.2.20
鳥取市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）開発コンサルタント H14.11.21

助言 H15.2.7 G 0418 H15.7.7

中山町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　32点
サンイン技術コンサルタント
（株）

H15.2.10

助言 H15.2.13 G 0422 H15.2.28
日南町 一部   ダム管理 座標変換 ２級  　 　5点 フクヨシエンジニアリング（株） H15.1.28

助言 H15.2.13 G 0426 H15.3.31
智頭町 一部   基準点 ２級  　 　1点 （株）エイトコンサルタント H15.2.20

助言 H15.2.14 G 0429 H15.3.31

溝口町 一部   用地管理 座標変換 ２級  　 　2点 （株）エイトコンサルタント H15.2.14

座標変換 ３級  　 　5点 助言 H15.2.14 G 0430 H15.3.29
郡家町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　41点 西谷技術コンサルタント（株） H15.3.14

助言 H15.3.18 G 0463 H15.3.25
米子市 一部 境港市 一部 復元測量 座標変換 ２級  　 　7点 （株）アサヒ測量設計事務所 H15.3.18

基準点 ２級  　 　2点 助言 H15.3.18 G 0467 H15.3.31
船岡町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　55点 西谷技術コンサルタント（株） H14.11.5

助言 H15.3.27 G 0472 H15.3.25

鳥取県

中国地方整備局　鳥取工事事務所

鳥取県　　北条町

鳥取県　　米子市

中国地方整備局日野川工事事務所

中国地方整備局鳥取工事事務所

鳥取県　　日南町

中国地方整備局倉吉工事事務所

中国地方整備局倉吉工事事務所

中国地方整備局倉吉工事事務所

鳥取県　　河原町

鳥取県　　鳥取市

鳥取県　　中山町

中国地方整備局日野川工事事務所

中国地方整備局鳥取工事事務所

環境省自然保護局山陰地区
自然保護事務所

鳥取県　　郡家町

広島防衛施設局

鳥取県　　船岡町

道路計画
及び管理



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 大田市 一部   都市計画 座標変換 2500 40.1 （株）ワールド　浜田営業所 H14.4.15
助言 H14.4.15 G 0002 H14.4.30

松江市 一部   河川管理 座標変換 ３級  　 　8点 中電技術コンサルタント（株） H14.4.17
成果改算 ２級  　 　7点 助言 H14.4.22 G 0006 H14.12.20
基準点 ３級  　 　31点

松江市 一部   河川計画 カラー撮影 10000 27.5 （株）パスコ　山陰営業所 H14.4.18
水　準 簡級  　11.0Km 助言 H14.4.25 G 0009 H14.12.20
空　三  　 　13Ｍ
数値図修正 2500 2.1
数値図化 2500 1.9
座標変換 2500 2.1

美保関町 一部   その他 基準点 ３級  　 　5点 （株）藤井基礎設計事務所 H14.4.20
助言 H14.5.14 G 0016 H14.6.28

八束町 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　8点 （株）ウエスコ H14.5.14
助言 H14.5.14 G 0017 H14.6.30

津和野町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 出雲グリーン（株） H14.4.1
基準点 地籍図根点  　 　3点 助言 H14.5.21 G 0019 H14.6.28

浜田市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 H14.5.21
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H14.5.21 G 0022 H14.6.28

益田市 一部 津和野町 全域 森林計画 撮　影 20000 775.0 （株）日航コンサルタント H14.5.3
美都町 一部 匹見町 一部 助言 H14.5.27 G 0027 H14.10.31
柿木村 全域 六日市町 全域
日原町 一部   
横田町 一部   下水道計画 座標変換 500 0.4 （株）ワールド H14.5.27

数値図化 500 0.4 助言 H14.5.27 G 0030 H14.8.30
松江市 一部   来美廃寺用地 基準点 ２級  　 　3点 （株）クルーズ H14.5.27

測量 助言 H14.6.4 G 0040 H14.6.20

大田市 一部   
世界測地系へ座標
変換

基準点 ２級  　 　23点 大和コンサル（株） H14.8.1

助言 H14.6.4 G 0042 H15.3.31
境港市 一部   港湾計画 基準点 ３級  　 　15点 玉野総合コンサルタント（株） H14.6.15
八束町 一部 美保関町 一部 水　準 ３級  　11.4Km 助言 H14.6.13 G 0050 H14.7.31
江津市 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　5点 （株）陸地コンサルタント H14.6.5

座標変換 ３級  　 　26点 助言 H14.6.13 G 0052 H14.7.4
広瀬町 一部 地籍調査 座標変換 地籍図根点 6点 （株）松江測地社 H14.6.17

基準点 地籍図根点 7点 助言 H14.7.2 G 0055 H15.3.14
旭町 一部   道路計画 数値図化 500 0.1 （株）ワールド浜田営業所 H14.6.21

助言 H14.6.26 G 0058 H14.6.28
広瀬町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　4点 H14.6.17

基準点 ３級  　 　9点 助言 H14.7.2 G 0066 H15.3.14
三隅町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　11点 （株）ダイワ測量 H14.6.17

助言 H14.7.2 G 0071 H14.10.28
東出雲町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 山陰開発コンサルタント（株） H14.7.8

基準点 ３級  　 　3点 助言 H14.7.8 G 0081 H14.7.30
基準点 ４級  　 　12点

旭町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　39点 （株）松江測地社 H14.7.16
助言 H14.7.16 G 0094 H15.3.31

金城町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　73点 （株）松江測地社 H14.7.15
助言 H14.7.16 G 0097 H15.3.31

頓原町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　37点 （株）松江測地社 H14.7.22
基準点 地籍図根点  　 　22点 助言 H14.7.17 G 0100 H15.3.31

山口県土地改良事業団体連
合会

島根県　　三隅町

東出雲町揖屋西新西土地区画整理組合

島根県　　大田市

中国地方整備局出雲工事事務所

中国地方整備局出雲工事事務所

島根県　　美保関町

中国地方整備局出雲工事事務所

島根県　　津和野町

浜田市長浜土地区画整理組合

島根県

島根県　　横田町

島根県住宅供給公社

島根県　　大田市

中国地方整備局境港湾空港工事事務所

島根県浜田河川総合開発事務所

島根県　　旭町

山口県徳山農林事務所

島根県広瀬町

島根県　　旭町

島根県　　金城町

島根県　　頓原町

（株）日野原富士コンサルタン
ト



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 吉田村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　1点 （株）松江測地社 H14.7.17
基準点 地籍図根点  　 　32点 助言 H14.7.17 G 0101 H15.3.31

江津市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 1.0 （株）ワールド　浜田営業所 H14.7.22
空　三 500 0.7 助言 H14.7.22 G 0105 H14.11.22
水　準 簡級  　1.0Km
数値図化 500 0.7
座標変換 空三成果  　 　3点

江津市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　6点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.7.29

座標変換 ３級  　 　5点 助言 H14.7.22 G 0106 H15.3.31
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級 0.3

江津市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　34点 （株）ダイワ測量 H14.7.25
助言 H14.7.25 G 0113 H15.2.28

柿木村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点 （株）松江測地社 H14.7.29
基準点 地籍図根点  　 　2点 助言 H14.7.25 G 0114 H15.3.14

横田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

基準点 ３級  　 　15点 助言 H14.7.29 G 0119 H17.3.10
基準点 ４級 0.9

頓原町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.7.22

基準点 ４級 0.1 助言 H14.7.29 G 0120 H15.3.10

佐田町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

助言 H14.7.31 G 0128 H14.10.31

六日市町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.15

基準点 ３級  　 　21点 助言 H14.7.31 G 0130 H15.3.31
座標変換 ２級  　 　1点

浜田市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　20点 （株）ダイワ測量 H14.7.29
助言 H14.7.31 G 0131 H15.3.20

海士町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.7.31

基準点 ４級 0.1 助言 H14.8.6 G 0133 H14.9.30

加茂町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.22

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.8.6 G 0136 H15.3.10
基準点 ４級 0.4
座標変換 ２級  　 　1点

掛合町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　18点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

基準点 ４級 0.1 助言 H14.8.6 G 0137 H15.12.10

大田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　20点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

基準点 ４級 0.3 助言 H14.8.6 G 0139 H16.3.10
座標変換 ２級  　 　4点

佐田町 一部   地籍調査 その他 地籍調査  　 　19点 （株）松江測地社 H14.8.14
座標変換 地籍図根点  　 　20点 助言 H14.8.8 G 0144 H15.3.20

島根県　　吉田村

島根県　　江津市

島根県浜田農林振興センター

島根県　　柿木村

島根県　　江津市

島根県木次農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県出雲農林振興センター

島根県益田農林振興センター

島根県　　浜田市

島根県隠岐支庁

島根県川本農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県　　佐田町



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 桜江町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.20

基準点 ３級  　 　3点 助言 H14.8.8 G 0145 H15.3.20
基準点 ４級 0.1

鹿島町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.8.19

基準点 ４級 0.1 助言 H14.8.8 G 0147 H15.3.20
川本町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　7点 （株）ダイワ測量 H14.8.12

助言 H14.8.7 G 0149 H15.3.31
大東町 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 3.6 （株）ワールド H14.8.13

写測図化 500 0.7 助言 H14.8.19 G 0157 H15.3.10
掛合町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　11点 （株）松江測地社 H14.8.19

助言 H14.8.19 G 0162 H15.3.31
弥栄村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　7点 （株）ワールド測量設計 H14.8.20

助言 H14.8.16 G 0164 H15.3.20
石見町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　22点 （株）ダイワ測量 H14.7.12

助言 H14.8.22 G 0172 H15.3.13
松江市 一部   その他 基準点 ２級  　 　3点 （株）アトラス H14.8.7

助言 H14.9.2 G 0179 H14.9.20
出雲市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 大國測量設計（株） H14.9.12

座標変換 ２級  　 　3点 助言 H14.9.2 G 0181 H14.12.20

金城町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.9.2

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H14.9.2 G 0182 H15.3.20

吉田村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.9.10

基準点 ４級 0.1 助言 H14.9.5 G 0192 H15.3.10
西郷町 一部 五箇村 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　13点 イズテック（株） H14.8.20

基準点 ３級  　 　20点 助言 H14.9.9 G 0194 H14.10.27
水　準 ３級  　8.5Km

吉田村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.9.10

基準点 ３級  　 　1点 助言 H14.9.9 G 0199 H15.3.10
基準点 ４級 0.1

日原町 一部 柿木村 一部 ほ場整備 座標変換 ３級  　 　2点 石州測量設計（株） H14.7.25
基準点 ３級  　 　9点 助言 H14.9.13 G 0201 H15.3.18

出雲市 一部 三刀屋町 一部 地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　19点 （株）松江測地社 H14.9.12
助言 H14.9.17 G 0203 H15.3.21

三刀屋町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.9.17

助言 H14.9.13 G 0208 H15.3.25
松江市 一部 八束町 一部 河川管理 座標変換 ３級  　 　21点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.9.6

助言 H14.9.13 G 0209 H14.10.16
邑智町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　45点 （株）松江測地社 H14.9.17

その他 地籍調査  　 　29点 助言 H14.9.20 G 0211 H15.3.31
都万村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　1点 （株）松江測地社 H14.9.17

その他 地籍調査 1.0 助言 H14.9.25 G 0221 H15.1.30
松江市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 南海カツマ（株）　関西支社 H14.9.24

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.3 G 0227 H14.11.30
基準点 ４級  　 　50点

八束郡鹿島町土地改良区

島根県川本農林振興センター

島根県　　川本町

島根県　　大東町

島根県　　頓原町

島根県　　弥栄村

島根県　　石見町

島根県住宅供給公社

広島県尾三地域事務所

出雲市西出雲駅南第二土地区画整理組合

島根県木次農林振興センター

島根県隠岐支庁

島根県益田農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県　　出雲市

島根県　　邑智町

飯石郡三刀屋町土地改良区

島根県松江土木建築事務所

島根県　　都万村

松江市浜乃木・乃木福富土地区画整理組合



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 平田市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 復建調査設計（株） H14.10.3
基準点 ３級  　 　12点 助言 H14.10.3 G 0233 H15.3.24
基準点 ４級  　 　95点

津和野町 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　6点 出雲グリーン（株） H14.10.1
助言 H14.10.9 G 0238 H14.10.30

美都町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　24点 （株）松江測地社 H14.9.30
助言 H14.10.3 G 0239 H15.3.20

江津市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　3点 出雲グリーン（株） H14.8.28
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.7 G 0247 H14.11.29
水　準 ３級  　2.5Km

益田市 一部   その他 基準点 ２級  　 　2点 （株）三建技術 H14.10.10
助言 H14.10.7 G 0248 H14.10.30

出雲市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　11点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.10.23
座標変換 ４級  　 　138点 助言 H14.10.23 G 0255 H14.11.29
基準点 ４級 0.3

仁多町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.10.15

基準点 ４級 0.1 助言 H14.10.15 G 0257 H15.3.10

斐川町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.10.23

基準点 ４級 0.4 助言 H14.10.15 G 0260 H15.3.10
浜田市 全域 江津市 全域 砂防計画 座標変換 2500 378.8 朝日航洋（株）　中国・四国支社 H14.11.7
弥栄村 全域 三隅町 全域 助言 H14.10.23 G 0271 国際航業（株）　山陰営業所 H14.12.20
金城町 全域 旭町 全域

弥栄村 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点
島根県土地改良事業団体連
合会

H14.10.23

基準点 ４級 0.1 助言 H14.10.23 G 0273 H15.3.31
温泉津町 一部   都市計画 数値図化 2500 5.1 (株）ワールド H14.10.23

座標変換 2500 3.0 助言 H14.10.23 G 0284 H15.3.25
仁多町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　6点 （株）松江測地社 H14.11.11

助言 H14.11.7 G 0304 H15.3.24
五箇村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　2点 （株）松江測地社 H14.11.7

助言 H14.11.7 G 0308 H15.3.31
松江市 一部   都市計画 座標変換 2500 11.6 （株）ウエスコ H14.10.1

助言 H14.11.14 G 0315 H14.12.25
赤来町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　48点 （株）松江測地社 H14.10.29

助言 H14.11.14 G 0317 H15.3.31
日原町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　4点 （株）ワールド測量設計 H14.11.21

その他 地籍調査 1.0 助言 H14.11.21 G 0324 H15.3.31
大東町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　14点 （株）松江測地社 H14.11.21

助言 H14.11.21 G 0328 H15.3.14
六日市町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　12点 （株）松江測地社 H14.11.25

助言 H14.11.25 G 0329 H15.3.31
温泉津町 一部 仁摩町 一部 銀山街道調査 カラー撮影 8000 42.7 （株）ワールド H14.11.25

水　準 簡級  　20.0Km 助言 H14.11.25 G 0330 H15.3.31
空　三 8000  　 　23Ｍ
数値図化 1000 1.8

津和野町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　6点 （株）松江測地社 H14.12.3
助言 H14.12.3 G 0334 H15.2.28

島根県　　平田市

島根県　　美都町

島根県津和野土木事務所

中国地方整備局浜田工事事務所

益田地区広域市町村圏事務組合

島根県　　出雲市

島根県　　仁多町

島根県出雲農林振興センター

島根県浜田土木建築事務所

島根県浜田農林振興センター

島根県　　温泉津町

島根県　　仁多町

島根県　　五箇村

島根県　　赤来町

島根県

島根県　　日原町

島根県　　津和野町

島根県　　松江市

島根県　　六日市町

島根県教育委員会



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 大東町 一部 木次町 一部 地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　25点 （株）松江測地社 H14.12.2
助言 H14.12.2 G 0340 H18.3.31

三刀屋町 一部 掛合町 一部 道路計画 カラー撮影 8000 12.0 アジア航測（株）　松江営業所 H14.12.4
頓原町 一部 赤来町 一部 空　三 8000  　 　13Ｍ 助言 H14.12.4 G 0345 H15.2.28
布野村 一部   水　準 簡級  　19.0Km

数値図化 1000 4.6
美都町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　22点 益美コンサルタント（株） H14.12.4

助言 H14.12.9 G 0347 H15.3.20
大田市 一部   遺跡調査 座標変換 空三成果 0.6 アジア航測（株）　松江営業所 H14.12.10

写測図化 500 0.6 助言 H14.12.10 G 0350 H15.3.7
瑞穂町 一部 石見町 一部 地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　66点 測地技研（株） H14.12.16

助言 H14.12.10 G 0351 H15.3.20
木次町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　61点 （株）松江測地社 H14.12.6

座標変換 ２級  　 　4点 助言 H14.12.16 G 0355 H17.3.31
座標変換 ３級  　 　25点

横田町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 （株）松江測地社 H14.12.16
基準点 地籍図根点 0.5 助言 H14.12.16 G 0359 H15.3.31

出雲市 一部 平田市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 55.0 （株）かんこう　中四国支社 H14.12.16
大社町 一部 斐川町 一部 空　三  　 　50Ｍ 助言 H14.12.27 G 0370 H15.3.31
加茂町 一部 三刀屋町 一部 数値図化 2500 37.9
木次町 一部   
江津市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 （株）ウエスコ　島根支社 H14.11.15

基準点 ４級  　 　16点 助言 H15.1.8 G 0374 H15.3.31
路　線  　0.8Km

金城町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）エイトコンサルタント H15.1.15
助言 H15.1.15 G 0381 H15.3.25

桜江町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 出雲グリーン（株） H15.1.6
助言 H15.1.20 G 0382 H15.3.15

金城町 一部 地籍調査 基準点 地籍図根点 3点 （株）ハマソク H15.1.10
座標変換 地籍図根点 4点 助言 H15.1.17 G 0385 H15.3.31

大田市 一部   地すべり防止事業 撮　影 10000 6.3 （株）ワールド　山陰支社 H15.1.21
計画図作成 空　三  　 　3Ｍ 助言 H15.1.21 G 0388 H15.3.20

写測図化 2000 0.4
水　準 簡級  　3.0Km

出雲市 一部 斐川町 一部 河川管理 座標変換 １級  　 　19点 アジア航測（株） H15.1.11
加茂町 一部 三刀屋町 一部 水　準 １級  　35.8Km 助言 H15.1.28 G 0395 H15.3.31
六日市町 一部   下水道計画 座標変換 500 0.6 （株）ジェクト中国 H14.10.2

撮　影 4000 1.6 助言 H15.2.6 G 0408 H15.3.10
空　三 500  　 　15Ｍ
数値図化 500 0.5
数値図修正 500 0.6

匹見町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　5点 （株）松江測地社 H15.2.6
基準点 地籍図根点  　 　5点 助言 H15.2.6 G 0410 H15.3.31

松江市 一部 東出雲町 一部 都市計画 座標変換 空三成果 55.8 （株）アトラス H15.2.10
玉湯町 一部   数値図化 2500 55.8 助言 H15.2.7 G 0413 （株）ウエスコ H15.3.25
温泉津町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　33点 （株）松江測地社 H15.2.5

助言 H15.2.7 G 0416 H15.3.31
三刀屋町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　55点 （株）松江測地社 H15.2.10

助言 H15.2.7 G 0420 H15.3.31
松江市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　14点 （株）松江測地社 H15.2.13

助言 H15.2.13 G 0425 H15.3.14

島根県　　大東町

中国地方整備局　松江国道工事事務所

島根県　　美都町

島根県　　大田市

島根県　　木次町

島根県　　瑞穂町

島根県　　横田町

中国地方整備局出雲工事事務所

中国地方整備局浜田工事事務所

中国地方整備局浜田工事事務所

島根県浜田土木建築事務所

島根県

島根県浜田土木建築事務所

中国地方整備局出雲工事事務所

島根県　　六日市町

島根県　　匹見町

島根県

島根県　　温泉津町

島根県　　三刀屋町

島根県　　松江市



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

島根県 出雲市 一部   道路計画 座標変換 ３級  　 　2点 出雲グリーン（株） H15.2.17
基準点 ３級  　 　6点 助言 H15.2.18 G 0432 H15.3.20

桜江町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）竹下技術コンサルタント H15.3.1
助言 H15.2.25 G 0439 H15.3.25

三隅町 一部   ダム計画 基準点 ２級  　 　2点 益美コンサルタント（株） H15.2.26
基準点 ３級  　 　10点 助言 H15.2.26 G 0445 H15.3.25
基準点 ４級 0.1

松江市 一部 出雲市 一部 河川管理 水　準 ２級  　 　1点 （株）広洋コンサルタント H15.2.14
安来市 一部 平田市 一部 水　準 ３級  　 　28点 助言 H15.2.28 G 0449 H15.8.31
鹿島町 一部 美保関町 一部
東出雲町 一部 玉湯町 一部
宍道町 一部 八束町 一部
加茂町 一部 木次町 一部
津和野町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　2点 （株）松江測地社 H15.2.17

助言 H15.3.13 G 0457 H15.3.31
津和野町 一部   地籍調査 座標変換 ３級  　 　17点 （株）松江測地社 H15.2.17

助言 H15.3.13 G 0458 H15.3.31
安来市 一部   その他 基準点 ２級  　 　1点 （株）共立エンジニヤ H15.3.17

助言 H15.3.19 G 0464 H15.3.29
金城町 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）コスモ建設コンサルタント H15.3.31

助言 H15.3.31 G 0475 H15.4.30
岡山県 川上村 全域 八束村 全域 森林計画 撮　影 20000 975.0 玉野総合コンサルタント（株） H14.4.22

新庄村 全域 湯原町 全域 助言 H14.4.22 G 0005 岡山事務所 H14.11.29
中和村 全域 大佐町 一部
美甘村 全域 勝山町 全域
富村 一部 久世町 全域
落合町 一部 北房町 一部
奥津町 一部 久米町 一部
旭町 一部   
関金町 一部 三朝町 一部
岡山市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　4点 シンワ技研コンサルタント（株） H14.4.25

助言 H14.4.25 G 0008 H14.6.28
岡山市 一部   河川管理 既成図数値化 2500 40.0 アジア航測（株）　岡山営業所 H14.3.23

数値図修正 2500 40.0 助言 H14.5.14 G 0014 H14.10.31
日生町 一部   都市計画 写測修正 2500 14.0 ファナテック（株） H14.5.15

助言 H14.5.21 G 0021 H14.7.25
川上町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　312点 日進測量（株） H14.6.1

助言 H14.5.27 G 0033 H14.6.28
里庄町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点 日進測量（株） H14.6.5

助言 H14.6.3 G 0038 H14.9.30
倉敷市 全域   座標変換 座標変換 １級  　 　6点 （株）ウジョウ H14.5.1

座標変換 ２級  　 　147点 助言 H14.6.10 G 0043 H15.3.14
寄島町 一部   下水道計画 座標変換 500 0.3 （株）ウエスコ H14.5.31

水　準 ３級  　7.2Km 助言 H14.6.18 G 0054 H14.12.13
カラー撮影 4000 3.6
空　三 500 3.6
数値図化 500 0.7

寄島町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　50点 （株）アキテクノス H14.7.15
助言 H14.7.3 G 0075 H15.3.31

北房町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）アーバン技研 H14.7.8
基準点 ４級  　 　5点 助言 H14.7.8 G 0082 H14.8.30

島根県　　出雲市

島根県川本土木建築事務所

島根県浜田河川総合開発事務所

中国地方整備局出雲工事事務所

島根県　　津和野町

島根県　　津和野町

島根県　　安来市

島根県浜田土木建築事務所

岡山県

中国地方整備局岡山河川工事事務所

中国地方整備局岡山河川工事事務所

岡山県　　日生町

岡山県　　川上町

岡山県　　里庄町

岡山県　　倉敷市

岡山県　　寄島町

岡山県　　寄島町

岡山県　　北房町



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

岡山県 北房町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 H14.6.7
基準点 ４級  　 　7点 助言 H14.7.8 G 0083 H14.8.30

勝央町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点 54.1 （株）ウエスコ H14.7.10
助言 H14.7.10 G 0088 H14.8.31

鏡野町 一部   管理用基準点の 基準点 ２級  　 　10点 （株）ウジョウ H14.7.15
設置 助言 H14.7.10 G 0090 H14.10.15

鏡野町 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 5.6 （株）パスコ　岡山支店 H14.7.12
写測図化 500 1.2 助言 H14.7.16 G 0098 H14.9.30

倉敷市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　4点 （株）サンワコン　岡山支店 H14.7.17
基準点 ４級 0.1 助言 H14.7.17 G 0103 H15.3.31

新見市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　13点 アセス（株） H14.6.21
基準点 地籍図根点  　 　24点 助言 H14.7.29 G 0122 H15.3.20

鴨方町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　99点 未　定 H14.8.5
助言 H14.8.9 G 0141 H16.3.31

勝北町 一部   その他 座標変換 ２級  　 　5点 （株）アサヒ測量設計事務所 H14.8.12
助言 H14.8.7 G 0150 H14.10.31

落合町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 （株）アイテックコンサルタント H14.8.9
基準点 ４級 0.2 助言 H14.8.19 G 0163 H15.3.25

岡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 （株）アイエスコンサルタント H14.7.18
基準点 ４級  　 　7点 助言 H14.8.21 G 0168 H14.10.31

岡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 （株）セピオ H14.8.21
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14.8.21 G 0169 H14.10.31

岡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 新光技術開発（株） H14.9.4
助言 H14.9.4 G 0186 H14.10.31

清音村 一部   現況図作成 基準点 ２級  　 　2点 （株）浪速技研コンサルタント H14.9.2
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.9.24 G 0193 H15.2.28
基準点 ４級 0.
水　準 ３級  　 　3点

落合町 一部   都市計画 既成図数値化 2500 29.2 アジア航測（株）　岡山営業所 H14.7.8
数値図修正 2500 29.2 助言 H14.9.9 G 0196 H15.3.20
数値図化 2500 6.8
座標変換 2500 29.2

吉井町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　143点 日進測量（株） H14.10.1
助言 H14.9.13 G 0205 H14.10.21

真備町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （株）ウジョウ H14.9.13
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14.9.13 G 0206 H15.2.28
基準点 ４級  　 　12点

落合町 一部 ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 三栄建設コンサルタント（株） H14.9.10
助言 H14.9.24 G 0213 H15.3.25

吉井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （株）ウジョウ H14.9.2
基準点 ４級  　 　5点 助言 H14.9.24 G 0216 H14.10.18

笠岡市 一部 芳井町 一部 砂防計画 座標変換 空三成果  　 　197点 国際航業（株）　岡山営業所 H13.12.20
和気町 一部 有漢町 一部 空　三  　 　898Ｍ 助言 H14.9.24 G 0218 写測エンジニアリング（株） H14.12.31
北房町 一部 川上町 一部 数値図化 2500 598.9 玉野総合コンサルタント（株）
備中町 一部 大佐町 一部 アジア航測（株）　岡山営業所
神郷町 一部 哲西町 一部 （株）パスコ　岡山支店
落合町 一部 美甘村 一部 中日本航空（株）
新庄村 一部 久米南町 一部 朝日航洋（株）　岡山営業所
久米町 一部 奥津町 一部 （株）ウエスコ
阿波村 一部 奈義町 一部
西粟倉村 一部 東粟倉村 一部

岡山県　　北房町

岡山県　　勝央町

岡山県　　鏡野町

岡山県　　鏡野町

倉敷市中島土地区画整理組合

岡山県　　新見市

岡山県　　鴨方町

広島防衛施設局

岡山県　　落合町

足守土地改良区

足守土地改良区

足守土地改良区

岡山県　　清音村

岡山県　　落合町

岡山県　　吉井町

岡山県　　真備町

岡山県　　吉井町

岡山県

岡山県　　落合町

（株）ナラサキシビルエンジニ
ア



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

岡山県 備中町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点 （株）ウジョウ H14.9.13
基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.9.25 G 0222 H14.11.11
基準点 ４級  　 　4点

備前市 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　453点 日進測量（株） H14.10.3
助言 H14.10.3 G 0228 H14.10.30

山陽町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （株）なんば技研 H14.10.1
助言 H14.10.9 G 0250 H15.1.31

井原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 H14.11.1
基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.10.18 G 0268 H15.3.14
基準点 ４級 0.1

玉野市 一部   下水道計画 写測図化 500 0.6 （株）パスコ H14.10.23
既成図数値化 500 0.6 助言 H14.10.25 G 0286 H15.1.31

成羽町 全域   座標変換 座標変換 地籍図根点  　 　253点 日進測量（株） H14.11.1
助言 H14.10.28 G 0292 H14.11.30

神郷町 一部   座標変換 座標変換 地籍図根点  　 　160点 日進測量（株） H14.10.28
助言 H14.10.28 G 0293 H14.11.30

北房町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点 H14.10.25
基準点 ２級  　 　2点 助言 H14.10.31 G 0299 H15.2.25

矢掛町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （株）エイトコンサルタント H14.11.7
基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.11.7 G 0312 H15.3.20

奈義町 一部   施設測量 基準点 ２級  　 　4点 （株）アサヒ測量設計事務所 H14.12.2
基準点 ４級 1.0 助言 H14.12.2 G 0342 H15.3.7

岡山市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点 （株）ウジョウ H14.11.8
基準点 ３級  　 　3点 助言 H14.12.16 G 0357 H15.3.14

哲多町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　19点 （株）ウジョウ H14.12.16
助言 H14.12.16 G 0358 H15.3.20

岡山市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　7点 （株）ヒロコン H14.12.18
基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.12.19 G 0362 H15.3.31

御津町 一部 地籍調査 座標変換 地籍図根点 6点 日進測量（株） H14.12.20
助言 H15.1.28 G 0364 H15.3.31

真備町 一部   下水道計画 座標変換 空三成果 2.8 （株）パスコ　岡山支店 H14.12.11
座標変換 500 2.8 助言 H14.12.20 G 0366 H15.3.20
カラー撮影 5000 2.8
数値図化 500 2.8

船穂町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 （株）エイトコンサルタント H14.1.8
助言 H15.1.8 G 0373 岡山支社 H15.1.31

賀陽町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　392点 日進測量（株） H14.11.26
助言 H15.1.15 G 0379 H15.1.31

灘崎町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 58.0 （株）ウエスコ H14.12.20
助言 H15.1.20 G 0383 H15.3.31

倉敷市 一部   都市計画 座標変換 ２級  　 　4点 （株）パスコ H14.12.19
基準点 ３級  　 　19点 助言 H15.1.23 G 0391 H15.3.15

備中町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　284点 （株）ウジョウ H15.3.1
助言 H15.1.23 G 0392 H15.3.28

高梁市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　11点 日進測量（株） H15.1.27
助言 H15.1.28 G 0396 H15.2.28

美星町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　198点 （株）両備システムズ H15.2.10
助言 H15.2.7 G 0419 H15.2.28

哲西町 一部   ダム計画 座標変換 2500 1.1 （株）ウエスコ H15.2.1
空　三 2500  　 　2Ｍ 助言 H15.2.13 G 0421 H15.2.28
数値図化 2500 1.1

岡山県土地改良事業団体連
合会

岡山県　　備中町

岡山県　　備前市

岡山県　　山陽町

岡山県　　井原市

岡山県　　玉野市

岡山県　　成羽町

岡山県　　神郷町

岡山県　　北房町

岡山県　　矢掛町

広島防衛施設局

岡山県　　岡山市

岡山県　　哲多町

中国地方整備局岡山国道工事事務所

岡山県　　真備町

岡山県御津町

船穂町柳井原土地区画整理組合

岡山県　　灘崎町

岡山県　　賀陽町

岡山県　　倉敷市

岡山県　　備中町

岡山県　　高梁市

岡山県　　美星町

岡山県阿新地方振興局

（株）ナラサキシビルエンジニ
ア



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

岡山県 岡山市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　6点 シンワ技研コンサルタント（株） H15.2.21
水　準 ２級  　59.0Km 助言 H15.2.21 G 0436 H15.3.10
水　準 ３級  　30.0Km

真備町 一部   河川管理 座標変換 ２級  　 　1点 西谷技術コンサルタント（株） H15.2.21
基準点 ３級  　 　2点 助言 H15.2.21 G 0437 H15.3.31
基準点 ４級  　 　30点

哲西町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　40点 （株）両備システムズ H15.2.24
助言 H15.2.25 G 0441 H15.2.28

御津町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　7点 直　営 H15.3.3
助言 H15.2.25 G 0443 H15.3.5

高梁市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　628点 （株）両備システムズ H15.3.3
助言 H15.3.10 G 0452 H15.3.31

倉敷市 一部   座標変換 座標変換 ３級  　 　763点 計画機関に同じ（直営） H15.3.3
助言 H15.3.10 G 0453 H15.3.31

芳井町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　321点 日進測量（株） H15.3.6
助言 H15.3.10 G 0455 H15.3.20

備中町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （株）ウジョウ H15.2.28
基準点 ４級  　 　7点 助言 H15.3.12 G 0461 H15.3.20

備前市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　9点 （株）大和技術 H15.2.1
助言 H15.3.18 G 0465 H15.4.30

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点 （株）ウジョウ H14.7.22
助言 H15.3.18 G 0466 H15.3.28

御津町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　42点 御津町 H15.3.24
助言 H15.3.20 G 0468 H15.3.25

玉野市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　26点 日進測量（株） H15.3.26
助言 H15.3.25 G 0470 H15.4.25

賀陽町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　9点 日進測量（株） H15.3.26
助言 H15.3.31 G 0473 H15.3.31

八束村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　121点 （株）両備システムズ H15.3.28
助言 H15.3.31 G 0474 H15.4.30

岡山市 全域   固定資産税調査 カラー撮影 8000 513.3 アジア航測（株）　岡山営業所 H14.12.1
助言 H15.3.31 G 0476 H15.3.31

広島県 福山市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　7点 （株）ヒロコン H14.3.18
基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.4.16 G 0004 H14.9.2
水　準 ３級  　8.3Km

安浦町 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）山陽技術コンサルタント H14.3.27
助言 H14.4.25 G 0010 H15.3.29

呉市 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　3点 広建コンサルタンツ（株） H14.2.12
助言 H14.4.25 G 0012 H14.5.20

広島市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　2点 （株）三和技術コンサルタント H14.4.25
基準点 ４級  　 　13点 助言 H14.4.25 G 0013 H14.5.31

福山市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　10点 広建コンサルタンツ（株） H14.3.7
基準点 ３級  　 　15点 助言 H14.5.14 G 0015 H14.9.2
水　準 ３級  　5.0Km

芸北町 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　13点 （株）アキテクノス H14.5.13
基準点 ４級  　 　40点 助言 H14.5.21 G 0020 H14.6.28
平　板 500 0.1

岡山県　　哲西町

中国地方整備局岡山河川工事事務所

中国地方整備局岡山河川工事事務所

岡山県　　御津町

岡山県　　高梁市

岡山県　　倉敷市

岡山県　　芳井町

岡山県　　備中町

岡山県　　備前市

岡山県　　岡山市

岡山県　　御津町

岡山県　　玉野市

岡山県　岡山市

岡山県　　賀陽町

岡山県　　八束村

広島県福山地域事務所

広島県　　安浦町

広島県呉地域事務所

広島市佐伯区口和田土地区画整理組合

広島県福山地域事務所

広島県　　芸北町



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 広島市 一部 大竹市 一部 河川管理 座標変換 500 91.8 アジア航測（株）　広島支店 H14.4.16
戸河内町 一部 加計町 一部 数値図修正 500 91.8 助言 H14.5.21 G 0023 H14.10.31
湯来町 一部 筒賀村 一部
岩国市 一部 和木町 一部
三次市 一部 芸北町 全域 森林計画 撮　影 20000 1270.0 中日本航空（株）　広島支店 H14.5.13
美土里町 全域 高宮町 全域 助言 H14.5.27 G 0029 H14.12.27
戸河内町 一部 加計町 一部
豊平町 一部 千代田町 一部
吉田町 一部 甲田町 一部
三和町 一部 作木村 一部
豊栄町 一部 大朝町 一部
蒲刈町 一部   その他 座標変換 ２級  　 　2点 復建調査設計（株） H14.5.27

助言 H14.5.27 G 0031 H14.5.31
因島市 全域   その他 カラー撮影 5000 39.8 （株）パスコ　広島支店 H14.5.17

助言 H14.5.27 G 0032 H14.7.31

大朝町 一部   ほ場整備 座標変換 １級フリー  　 　3点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.6.3

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.6.3 G 0034 H15.3.31
廿日市市 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　4点 アルファーコンサルタント（株） H14.5.25

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.6.3 G 0036 H14.7.31

豊栄町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　4点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.6.13

座標変換 地籍図根点  　 　8点 助言 H14.6.13 G 0039 H15.2.28

尾道市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.6.4

助言 H14.6.4 G 0041 H15.3.20
湯来町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　5点 （株）ウエスコ H14.6.4

座標変換 地籍図根点  　 　1点 助言 H14.6.10 G 0044 H14.8.30

上下町 一部   座標変換 座標変換 地籍図根点  　 　262点 日進測量（株） H14.6.26
座標変換 ２級  　 　9点 助言 H14.6.13 G 0045 H14.7.25
座標変換 ３級  　 　37点
座標変換 ４級  　 　322点

大和町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.6.13

助言 H14.6.13 G 0046 H15.3.31
高宮町 一部   座標変換 座標変換 地籍図根点  　 　348点 日進測量（株） H14.7.1

助言 H14.6.13 G 0047 H14.8.1
安佐北区 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　7点 広建コンサルタンツ（株） H14.6.13

基準点 ４級 0.6 助言 H14.6.13 G 0049 H14.9.30
安浦町 一部   その他 写測修正 2500 1.8 （株）日航コンサルタント H14.6.20

助言 H14.6.26 G 0064 H14.7.30
三次市 一部 高宮町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　37点 （株）エイトコンサルタント H14.4.15
布野村 一部 作木村 一部 水　準 ２級  　66.8Km 助言 H14.7.2 G 0067 H15.3.10
羽須美村 一部   
黒瀬町 全域   都市計画 数値図修正 2500 63.8 （株）ヒロコーコンサル H14.5.11

座標変換 2500 63.8 助言 H14.7.2 G 0068 H14.12.20
広島市 一部 加計町 一部 河川管理 座標変換 １級  　 　16点 （株）新東コンサルタント H14.7.2

基準点 ２級  　 　10点 助言 H14.7.2 G 0070 H14.10.30
三原市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　49点 日進測量（株）　三原営業所 H14.7.2

助言 H14.7.2 G 0072 H15.3.31

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県

広島県　　蒲刈町

広島県　　因島市

広島県　　大朝町

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　豊栄町

広島県　尾三地域事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　上下町

広島県　　大和町

広島県　　高宮町

中国地方整備局三次工事事務所

広島県　　安浦町

広島県　　三原市

広島県　　黒瀬町

中国地方整備局太田川工事事務所

中国地方整備局三次工事事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 広島市 一部 大野町 一部 砂防計画 基準点 ３級  　 　4点 ダイホーコンサルタント（株） H14.6.25
助言 H14.7.2 G 0073 H14.8.30

大竹市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　2点 日本工営（株）　広島支店 H14.6.25

助言 H14.7.3 G 0074 H14.7.31
黒瀬町 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　2点 復建調査設計（株） H14.7.8

助言 H14.7.8 G 0080 H15.3.25
加計町 一部 戸河内町 一部 河川管理 座標変換 １級  　 　2点 富士設計コンサルタント（株） H14.7.8
筒賀村 一部   基準点 ２級  　 　27点 助言 H14.7.8 G 0086 H14.10.30
東広島市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 1.4 （株）日航コンサルタント H14.6.4

写測図化 500 0.3 助言 H14.7.16 G 0091 H14.9.30

倉橋町 一部   数値図化 2500 13.5 総合技研（株） H14.7.8

蒲刈町 一部   助言 H14.7.16 G 0092 H14.10.8
広島市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　35点 （株）竹下技術コンサルタント H14.7.3

座標変換 １級  　 　1点 助言 H14.7.16 G 0095 H14.10.31
広島市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　2点 国際航業（株）　広島営業所 H14.7.1

助言 H14.7.22 G 0107 H14.7.31

三次市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
広島県土地改良事業団体連

合会
H14.8.1

基準点 ２級  　 　3点 助言 H14.7.25 G 0112 H15.3.31
大和町 全域   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　109点 （株）ウエスコ H14.7.1

助言 H14.7.25 G 0116 H15.3.28

世羅町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.7.22

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.7.25 G 0117 H15.3.25

湯来町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）山陽技術コンサルタント H14.7.15
助言 H14.7.29 G 0121 H15.1.25

湯来町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　7点 （株）ダイワ測量 H14.8.1
助言 H14.7.31 G 0126 H14.9.30

御調町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.7.29

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H14.7.31 G 0127 H15.3.25

広島市 一部   河川管理 水　準 ３級  　32.4Km （株）ヒロコン H14.7.29

助言 H14.7.31 G 0129 H15.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.9.1

助言 H14.7.31 G 0132 H15.3.20

久井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.7.30

助言 H14.8.6 G 0134 H15.3.25
戸河内町 一部   砂防計画 座標変換 空三成果 5.2 （株）新東コンサルタント H14.8.10

数値図化 2500 5.2 助言 H14.8.9 G 0151 H14.12.10
編　集 5000 420.0

大竹市 全域 大野町 全域 砂防計画 写真図 621.0 朝日航洋（株）　広島営業所 H14.7.5
廿日市市 全域 広島市 全域 その他 航空レーザー 200.0 助言 H14.8.9 G 0152 H15.1.31

座標変換 2500 621.0

中国地方整備局太田川工事事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　黒瀬町

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　大和町

広島県　　世羅町

広島県備北地域事務所

広島県広島地域事務所建設局廿日市支局

広島県　　湯来町

広島県尾三地域事務所

広島県尾三地域事務所

中国地方整備局大田川工事事務所

広島県尾三地域事務所

広島県芸北地域事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

土砂災害防止法に
伴う基礎図面作成

広島県　　東広島市

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県呉地域事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 広島市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　2点 （株）安芸建設コンサルタント H14.8.12
水　準 ３級  　18.0Km 助言 H14.8.13 G 0153 H14.10.31
座標変換 １級  　 　15点

世羅西町 全域   都市計画 写測修正 2500 69.0 （株）ヒロコーコンサル H14.7.18
助言 H14.8.13 G 0154 H15.3.10

広島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 H14.8.12
助言 H14.8.13 G 0155 H15.3.14

広島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 H14.8.12
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H14.8.13 G 0156 H15.3.14

安浦町 全域   都市計画 カラー撮影 30000 63.5 （株）日航コンサルタント H14.8.7
水　準 簡級  　20.0Km 助言 H14.8.19 G 0160 H15.3.20
空　三 2500  　 　21Ｍ
数値図化 2500 25.1
写測修正 10000 63.5

広島市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　62点 ケイ・エム調査設計（株） H14.8.19
縦横断  　14.4Km 助言 H14.8.19 G 0161 H15.1.31

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　6点 H14.8.15
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H14.8.16 G 0165 H15.3.20

久井町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.8.19

基準点 ２級  　 　3点 助言 H14.8.21 G 0170 H15.3.20
佐伯町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　11点 大和コンサル（株） H14.8.26

基準点 地籍図根点  　 　23点 助言 H14.9.2 G 0178 H15.3.20

甲田町 一部   ほ場整備 座標変換 ３級  　 　3点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.6.20

座標変換 地籍図根点  　 　2点 助言 H14.9.4 G 0180 H15.8.25
基準点 ４級  　 　16点

甲山町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 H14.8.29
座標変換 地籍図根点  　 　3点 助言 H14.9.2 G 0183 H15.3.20

吉田町 一部   その他 座標変換 空三 0.5
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.8.16

数値図化 1000 0.5 助言 H14.9.4 G 0184 H14.12.25
尾道市 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　4点 （株）セトウチ H14.8.9

助言 H14.9.20 G 0220 H15.2.28

作木村 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.9.18

座標変換 地籍図根点  　 　3点 助言 H14.10.3 G 0224 H15.3.20
基準点 ３級  　 　3点

海田町 全域   都市計画 座標変換 2500 13.8 （株）日航コンサルタント H14.9.11
カラー撮影 10000 13.8 助言 H14.10.3 G 0225 H15.3.10
数値図修正 2500 13.8

黒瀬町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 H14.10.3
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.3 G 0234 H14.11.14

広島市 一部   砂防計画 座標変換 ３級  　 　4点 （株）アーネストコンサル H14.9.3
基準点 ４級  　 　22点 助言 H14.10.3 G 0237 H14.12.31
水　準 ４級  　 　22点
縦横断  　0.3Km
平　板 500 0.1

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県土地改良事業団体連
合会

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　安浦町

広島県　　世羅西町

広島県　　広島市

広島県　　広島市

広島県　　世羅町

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県尾三地域事務所

広島県　　佐伯町

広島県尾三地域事務所

広島県　　吉田町

広島県

広島県尾三地域事務所

広島県　　作木村

広島県　　海田町

広島県　　黒瀬町

中国地方整備局太田川工事事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 久井町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　15点 H14.10.9
基準点 地籍図根点  　 　2点 助言 H14.10.9 G 0249 H15.3.10

湯来町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　8点 （株）ダイヤコンサルタント H14.10.15
助言 H14.10.9 G 0251 中国支社 H15.2.10

広島市 一部   宅地開発 基準点 ２級  　 　7点 H14.9.9
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.10 G 0256 H15.8.25
基準点 ４級  　 　30点

神辺町 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　3点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.9.13
助言 H14.10.15 G 0258 H15.2.20

安芸津町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　4点 南海測量設計（株） H14.10.10
助言 H14.10.15 G 0261 H15.3.31

竹原市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　3点 中電技術コンサルタント（株） H14.10.15
助言 H14.10.17 G 0266 H15.3.14

大崎町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　12点 （株）セトウチ H14.7.19
木江町 一部   助言 H14.10.17 G 0267 H15.3.20
総領町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　76点 日進測量（株） H14.10.9

助言 H14.10.18 G 0269 H14.12.25
広島市 一部   港湾計画 座標変換 ２級  　 　1点 中電技術コンサルタント（株） H14.10.23

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.10.23 G 0276 H15.3.31
水　準 ３級  　3.2Km

広島市 一部   急傾斜地調査 座標変換 ３級  　 　51点 復建調査設計（株） H14.10.22
基準点 ３級  　 　29点 助言 H14.10.23 G 0277 H14.12.25

三次市 一部   河川管理 座標変換 ２級  　 　1点 中電技術コンサルタント（株） H14.9.21
基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.10.21 G 0280 H15.3.31
基準点 ３級  　 　1点

庄原市 一部   砂防計画 数値図化 2500 13.7 （株）ウエスコ H14.10.23
座標変換 2500 24.6 助言 H14.10.23 G 0282 H15.3.16

坂町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）ヒロコン H14.11.2
基準点 ３級  　 　3点 助言 H14.10.28 G 0294 H15.3.27

三次市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　54点 ダイホーコンサルタント（株） H14.4.1
甲田町 一部   水　準 ２級  　 　39点 助言 H14.10.31 G 0297 H15.3.10
吉田町 一部   
八千代町 一部   
竹原市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　5点 中電技術コンサルタント（株） H14.9.24

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.10.31 G 0298 H15.3.28
水　準 ３級  　 　1点

布野村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　1点 H14.11.7
助言 H14.11.7 G 0302 H15.3.14

吉田町 一部 向原町 一部 道路計画 数値図化 1000 3.5 （株）ウエスコ H14.11.1
助言 H14.11.7 G 0309 H14.12.25

三次市 一部   固定資産 カラー撮影 10000 251.6 （株）パスコ　広島支店 H14.11.7
助言 H14.11.7 G 0310 H14.12.30

安浦町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 フクヨシエンジニアリング（株） H14.11.7
助言 H14.11.7 G 0311 H15.3.20

江田島町 全域 能美町 全域 森林計画 写測修正 5000 228.6 （株）日航コンサルタント H14.11.15
沖美町 全域 音戸町 全域 助言 H14.11.7 G 0313 H15.2.28
大柿町 全域 下蒲刈町 全域
蒲刈町 全域 豊浜町 全域
豊町 全域 大崎町 全域
東野町 全域 木江町 全域
内海町 全域   

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県土地改良事業団体連
合会

広島県広島地域事務所建設局廿日市支局

広島県　　久井町

東亜地所（株）

広島県福山地域事務所

広島県東広島地域事務所

広島県東広島地域事務所建設局竹原支局

広島県　　安芸津町

広島県　　総領町

広島県広島地域事務所

広島兼備北地域事務所

広島県広島港湾振興局

広島県　備北地域事務所建設局庄原支局

広島県　広島地域事務所建設局

中国地方整備局三次工事事務所

広島県東広島地域事務所建設局竹原支局

広島県　　布野村

広島県芸北地域事務所

広島県　　三次市

広島県　　安浦町

広島県

（株）日野原富士コンサルタン
ト



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 河内町 一部 福富町 一部 その他 水　準 ３級  　15.2Km 中電技術コンサルタント（株） H14.11.11
助言 H14.11.14 G 0319 H15.3.20

庄原市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント（株） H14.11.13
座標変換 ３級  　 　7点 助言 H14.11.14 G 0320 H15.2.28
基準点 ４級 1.0

口和町 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　1点 フクヨシエンジニアリング（株） H14.11.21

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.11.21 G 0321 H15.1.31
基準点 ３級  　 　5点

東広島市 一部   施設測量 基準点 ２級  　 　14点 （株）山陽技術コンサルタント H14.11.21
基準点 ３級  　 　27点 助言 H14.11.21 G 0322 H15.2.28
基準点 ４級  　 　10点

湯来町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　251点 （株）きもと H14.12.3

助言 H14.12.3 G 0336 H15.3.25

三和町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　5点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.12.3

助言 H14.12.3 G 0337 H15.3.31
竹原市 一部 安芸津町 一部 海岸保全 カラー撮影 10000 98.0 （株）日航コンサルタント H14.12.3
東野町 一部 大崎町 一部 空　三 2500  　 　22Ｍ 助言 H14.12.3 G 0339 H15.3.20
木江町 一部   水　準 簡級  　44.0Km

数値図化 2500 0.5

作木村 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.12.4

助言 H14.12.4 G 0344 H15.3.20
広島市 一部   砂防計画 座標変換 １級  　 　2点 （株）セトウチ H14.11.22

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H14.12.6 G 0348 H15.2.28
基準点 ３級  　 　7点

廿日市市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　7点 （株）ニュー技術 H14.12.3
助言 H14.12.6 G 0349 H15.1.31

甲奴町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点
広島県土地改良事業団体連
合会

H14.12.18

助言 H14.12.19 G 0360 H15.3.16
熊野町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　22点 日進測量（株） H14.12.19

助言 H14.12.19 G 0361 H15.3.28

広島市 全域   都市計画 座標変換 2500 741.6
（株）日建技術コンサルタント
中国支社

H14.9.1

数値図修正 2500 741.6 助言 H14.12.20 G 0365 （株）日航コンサルタント H16.3.31
数値図修正 10000 741.6

下蒲刈町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　14点 （株）広測コンサルタント H14.12.19

助言 H14.12.20 G 0367 H15.3.31

東城町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　4点 （株）セトウチ H14.10.5
助言 H14.12.20 G 0368 H15.3.20

世羅町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 アルファーコンサルタント（株） H14.12.24

助言 H14.12.20 G 0369 H15.2.28

広島県東広島地域事務所

広島県備北地域事務所建設局庄原支局

広島県備北地域事務所建設局庄原支局

広島防衛施設局

広島県　　湯来町

広島県　　三和町

広島県東広島地域事務所

広島県　　作木村

中国地方整備局太田川工事事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　熊野町

広島県　　広島市

広島県　　甲奴町

広島県　　下蒲刈町

広島県備北地域事務所

広島県備北地域事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 大竹市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　2点 （株）瀬戸内開発コンサルタン H14.12.13
基準点 ４級 0.5 助言 H14.12.27 G 0372 H15.3.31

御調町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　41点 日進測量（株） H15.1.10
助言 H15.1.10 G 0378 H15.3.31

本郷町 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　3点 （株）セトウチ H14.10.20
基準点 ３級  　 　4点 助言 H15.1.21 G 0387 H15.3.5

東広島市 一部   河川台帳図作成 数値図化 500 0.3 （株）日航コンサルタント H14.12.20
助言 H15.1.27 G 0397 H15.3.4

呉市 一部 川尻町 一部 道路計画 撮　影 10000 34.0 アジア航測（株）　広島支店 H15.1.27
安浦町 一部   空　三 5.6 助言 H15.1.27 G 0398 （株）ヒロコーコンサル H15.3.31

写測図化 1000 5.6
水　準 簡級  　18.3Km

東野町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）セトウチ H14.10.18
助言 H15.2.3 G 0404 H15.2.28

安浦町 一部   用地取得 基準点 ２級  　 　2点 アーク（株） H15.2.3

助言 H15.2.6 G 0407 H15.2.10

音戸町 一部   公有水面埋立 水　準 ３級  　2.0Km 中電技術コンサルタント（株） H15.2.6
助言 H15.2.6 G 0409 H15.3.25

黒瀬町 一部   その他 座標変換 ２級  　 　6点
広島県土地改良事業団体連
合会

H15.2.6

基準点 ３級  　 　11点 助言 H15.2.6 G 0411 H15.3.31

竹原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点
広島県土地改良事業団体連
合会

H15.2.6

助言 H15.2.6 G 0412 H15.8.31

広島市 一部   基準点 ３級  　 　4点 （株）安芸建設コンサルタント H15.2.12

助言 H15.2.7 G 0417 H15.3.25

湯来町 一部   道路改良 水　準 ３級  　6.0Km 中電技術コンサルタント（株） H15.2.12

助言 H15.2.13 G 0423 H15.3.25
尾道市 一部   道路維持管理 座標変換 ２級  　 　1点 広建コンサルタンツ（株） H14.12.21

基準点 ３級  　 　2点 助言 H15.2.18 G 0431 H15.2.28
広島市 一部   砂防計画 座標変換 １級  　 　2点 総合技研（株） H15.2.19

座標変換 ３級  　 　1点 助言 H15.2.20 G 0434 H15.3.31
基準点 ３級  　 　4点

大野町 全域   
土砂災害防止基礎
調査

座標変換 2500 8.0 （株）ヒロコン H15.2.20

既成図数値化 5000 26.0 助言 H15.2.20 G 0435 H15.3.25
編　集 2500 26.0

三次市 全域   座標変換 空三成果 8.5 フクヨシエンジニアリング（株） H15.2.12

数値図化 2500 8.5 助言 H15.2.25 G 0442 H15.3.20

編　集 2500 78.0

広島市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　3点 復建調査設計（株） H15.2.25

助言 H15.2.25 G 0444 H15.3.31

土砂災害防止土石
流基礎調査業務

土砂災害防止計画

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県　　御調町

広島県　　本郷町

広島県東広島地域事務所

広島県

広島県東広島地域事務所

広島県　　安浦町

広島県　　音戸町

広島県　　黒瀬町

広島県　　竹原市

広島県広島地域事務所建設局廿日市支
局

広島県備北地域事務所

中国地方整備局太田川工事事務所

広島県広島地域事務所

広島県広島地域事務所建設局廿日市支
局

広島県尾三地域事務所

中国地方整備局太田川工事事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

広島県 豊平町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）山陽技術コンサルタント H14.11.22
助言 H15.2.26 G 0446 H15.3.13

広島市 一部   都市計画 座標変換 ２級  　 　2点 （株）ヒロコーコンサル H15.3.3
基準点 ２級  　 　4点 助言 H15.3.3 G 0450 H15.3.31
基準点 ３級  　 　6点
基準点 ４級  　 　26点
水　準 ３級  　 　3点

吉田町 全域   地形図作成 座標変換 2500 4.8 明伸建設コンサルタント（株） H14.11.7
編　集 2500 4.8 助言 H15.3.10 G 0451 H15.3.25

東広島市 一部   道路計画 その他 500 0.4 国際航業（株） H14.12.19
助言 H15.3.13 G 0459 H15.3.18

大竹市 一部   港湾計画 座標変換 ２級  　 　4点 中電技術コンサルタント（株） H15.3.26
基準点 ３級  　 　9点 助言 H15.3.27 G 0471 H15.4.30

山口県 山口市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　1点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.4.15
座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.4.15 G 0001 H14.6.28
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　15点

下松市 全域   その他 カラー撮影 4000 21.5 （株）パスコ　山口支店 H14.5.10
助言 H14.5.27 G 0028 H14.6.30

大島町 一部   農道計画 基準点 ２級  　 　4点 日本技研（株） H14.6.10

橘町 一部   助言 H14.6.13 G 0051 H14.9.30

長門市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.6.18

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H14.6.18 G 0056 H15.3.10
鹿野町 一部   下水道計画 座標変換 500 2.4 （株）ヒロコーコンサル H14.6.11

座標変換 ２級  　 　4点 助言 H14.6.26 G 0059 H14.12.20

カラー撮影 5000 7.2
空　三 500  　 　10Ｍ
水　準 ３級  　4.5Km
数値図化 500 1.5

豊浦町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.6.26

基準点 ２級  　 　3点 助言 H14.6.26 G 0060 H15.3.20
防府市 一部 徳地町 一部 河川管理 座標変換 ２級  　 　57点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.7.1

座標変換 ３級  　 　243点 助言 H14.7.22 G 0076 シンワ技研コンサルタント（株） H15.2.28
基準点 ２級  　 　2点
基準点 ３級  　 　9点

長門市 一部   都市計画 座標変換 空三成果 27.1 アジア航測（株）　山口営業所 H14.7.8

数値図化 2500 27. 助言 H14.7.8 G 0084 H15.2.28

既成図数値化 10000 125.2

柳井市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　5点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.7.22

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.7.16 G 0093 H15.3.20

柳井市 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.7.25

基準点 ３級  　 　9点 助言 H14.7.22 G 0108 H15.2.28

山口県　　柳井市

山口県田布施農林事務所

山口県豊田農林事務所

中国地方整備局山口工事事務所

山口県　　長門市

山口県日置農林事務所

山口県　　鹿野町

山口県　　山口市

山口県　　下松市

山口県大島農地建設事務所

日本道路公団中国支社広島工事事務所

広島県広島地域事務所建設局廿日市支局

広島県　　広島市

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所建設局



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

山口県 柳井市 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.7.25

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.7.22 G 0109 H15.2.28
徳山市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.7.17

助言 H14.7.22 G 0110 H14.8.30
萩市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　47点 大和コンサル（株） H14.8.9

助言 H14.8.9 G 0142 H15.3.20

鹿野町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　5点 （株）大東建設コンサルタント H14.8.26

その他 地籍調査  　 　3点 助言 H14.8.28 G 0176 H15.3.20

大竹市 一部   河川計画 水　準 ３級  　14.0Km 浜西建設コンサルタント（株） H14.8.19
岩国市 一部   助言 H14.9.2 G 0177 H14.12.20
和木町 一部   

防府市 一部 新南陽市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 45.0 アジア航測（株）　山口営業所 H14.9.2
徳山市 一部 鹿野町 一部 空　三 12500 14.0 助言 H14.9.5 G 0189 H14.12.27
徳地町 一部   数値図化 2500 14.0

数値図修正 2500 32.0
写真図 2500 1.5

防府市 一部 徳地町 一部 河川管理 水　準 ２級  　60.0Km （株）荒谷建設コンサルタント H14.9.6
助言 H14.9.5 G 0190 シンワ技研コンサルタント（株） H14.12.27

大畠町 一部   農地開発 基準点 ２級  　 　3点 太陽コンサルタンツ（株） H14.9.9
助言 H14.9.9 G 0195 H15.2.28

秋穂町 一部   港湾計画 基準点 ３級  　 　3点 復建調査設計（株） H14.9.2
助言 H14.9.13 G 0204 H15.2.28

美東町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点 大和コンサル（株） H14.9.24
助言 H14.9.24 G 0217 H15.3.7

柳井市 全域   都市計画 写測修正 2500 4.7 （株）日航コンサルタント H14.9.24
写測修正 10000 87.5 助言 H14.10.23 G 0270 H14.12.13

秋芳町 全域   道路台帳 座標変換 空三成果  　 　34点 （株）大一写真工業 H14.10.23
写測図化 1000 4.6 助言 H14.10.23 G 0272 H18.6.30

阿知須町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 25.5 （株）日航コンサルタント H14.10.23
空　三 10000 25.5 　 　27 助言 H14.10.23 G 0281 H15.3.12
数値図化 2500 25.5

柳井市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.10.25
助言 H14.10.25 G 0285 H15.2.28

萩市 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　2点 （株）巽設計コンサルタント H14.10.1
助言 H14.10.25 G 0287 H14.11.25

下関市 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　2点 （株）巽設計コンサルタント H14.10.1
助言 H14.10.25 G 0288 H14.11.25

    砂防計画 座標変換 空三成果  　 　901点 国際航業（株） H14.10.29
カラー撮影 12500 325.0 助言 H14.10.31 G 0295 アジア航測（株） H14.12.19
空　三 2500  　 　884Ｍ （株）パスコ
数値図化 2500 1587.0 写測エンジニアリング（株）

朝日航洋（株）

大和町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
山口県土地改良事業団体連
合会

H14.11.11

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.10.31 G 0296 H15.2.28
基準点 ３級  　 　7点

山口県田布施農林事務所

広島防衛施設局

広島防衛施設局

山口県

山口県　　秋芳町

山口県　　阿知須町

山口県　田布施農林事務所

山口県田布施農林事務所

山口県　　秋穂町

山口県　　美東町

山口県　　柳井市

中国地方整備局山口工事事務所

中国地方整備局山口工事事務所

中国地方整備局山口工事事務所

山口県　　萩市

山口県　　鹿野町

中国地方整備局太田川工事事務所

山口県田布施農林事務所



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

山口県 秋穂町 一部 小郡町 一部 都市計画 水　準 ２級  　35.0Km　7点 サンヨーコンサルタント（株） H14.10.31

防府市 一部   助言 H14.10.31 G 0300 H15.1.9

美禰市 一部 秋芳町 一部 農道台帳 数値図化 1000 2.0 （株）日航コンサルタント H14.11.7

助言 H14.11.7 G 0303 H15.3.18

豊北町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　28点 （株）エイトコンサルタント H14.11.1

基準点 ３級  　 　110点 （株）ウエスコ　山口営業所 H15.1.31

座標変換 ２級  　 　12点 助言 H14.11.7 G 0306

本郷村 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 H14.12.3

基準点 ２級  　 　5点 助言 H14.12.3 G 0325 H15.2.28

小郡町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 中電技術コンサルタント（株） H14.11.21

基準点 ３級  　 　16点 助言 H14.11.21 G 0327 H14.12.25

平生町 全域   座標変換 座標変換 ２級  　 　65点 （株）上智 H14.12.3

助言 H14.12.3 G 0335 H14.12.6

美東町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 H14.12.3

基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.12.3 G 0338 H15.3.31

徳山市 一部   港湾計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）大東建設コンサルタント H14.12.1

助言 H14.12.2 G 0343 H15.1.17

宇部市 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　3点 （株）板垣測量調査設計 H15.1.6

基準点 ４級  　 　20点 助言 H14.12.27 G 0371 H15.3.28

下関市 全域   固定資産税調査 カラー撮影 4000 23.6 （株）パスコ H14.12.26

カラー撮影 8000 223.9 助言 H15.1.8 G 0375 H15.3.31

周東町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 H15.1.14

基準点 ２級  　 　5点 助言 H15.1.10 G 0376 H15.2.28

山口市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 陸地測量コンサルタント（株） H15.1.6

助言 H15.1.10 G 0377 H15.2.25

川上村 一部 福栄村 一部 ダム計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）ナガト地研 H15.1.15

助言 H15.1.20 G 0384 H15.1.29

宇部市 一部   港湾管理 水　準 １級  　35.0Km H15.2.3

助言 H15.1.27 G 0394 H15.3.14

山口市 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　7点 復建調査設計（株） H15.1.20

助言 H15.1.29 G 0402 H15.3.20

柳井市 一部 玖珂町 一部 道路計画 座標変換 空三成果 11.0 （株）日航コンサルタント H15.2.14

数値図化 2500 11.0 助言 H15.2.4 G 0405 H15.3.25

新南陽市 一部   港湾管理 基準点 ２級  　 　3点 中電技術コンサルタント（株） H15.2.6

基準点 ４級  　 　5点 助言 H15.2.13 G 0424 H15.3.25

下関市 一部 長門市 一部 森林計画 写測修正 5000 21.0 H14.12.12

豊浦町 一部 菊川町 一部 助言 H15.2.14 G 0427 H15.3.14

豊田町 一部 豊北町 一部  

油谷町 一部 日置町 一部

三隅町 一部    

岩国市 一部   港湾計画 基準点 １級  　 　6点 復建調査設計（株） H15.2.12

助言 H15.2.14 G 0428 H15.3.15

美禰市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 H15.1.22

基準点 ２級  　 　2点 助言 H15.2.18 G 0433 H15.3.25

山口県土地改良事業団体連

合会

写測エンジニアリング（株）　山

口営業所

（株）宇部セントラルコンサルタ

ント

山口県土地改良事業団体連

合会

山口県土地改良事業団体連

合会

山口県土地改良事業団体連

合会

広島防衛施設局

山口県　　美祢市

山口県

山口県山口農林事務所

山口県周南港湾管理事務所

 

山口県岩国農林事務所

山口県山口土木建築事務所

山口県阿武川ﾀﾞﾑ管理事務所

中国地方整備局宇部港湾工事事務所

山口県　　美東町

周南港湾管理事務所

山口地方法務局

山口県　　下関市

山口県美祢農林事務所

山口県岩国農林事務所

山口県　　小郡町

山口県　　平生町

農林水産省中国四国農政局　豊北農地整

備事業所

山口県　　秋穂町



　　中国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

山口県 油谷町 一部 ほ場整備 座標変換 ２級 1点
山口県土地改良事業団体連
合会

H15.3.1

基準点 ３級 5点 助言 H15.2.25 G 0440 H15.3.20
萩市 一部   道路防災 水　準 ３級  　5.5Km 中電技術コンサルタント（株） H15.3.3

助言 H15.2.28 G 0448 H15.3.31

萩市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  　 　147点 （株）上智 H15.3.10

助言 H15.3.13 G 0460 H15.3.20
徳山市 一部   その他 基準点 ２級  　 　3点 （株）大東建設コンサルタント H15.3.20

助言 H15.3.20 G 0469 H15.4.25
山口県徳山土木建築事務所

中国地方整備局山口工事事務所

山口県　　萩市

山口県油谷町
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