
　　北陸地方

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

新潟県 新発田市 一部 黒川村 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 30533 （株）ナカノアイシステム H143438
関川村 一部   数値図化 2500 3435 助言 H1434322 D 0004 H14312310
関川村 一部   砂防計画 数値図化 5000 23233 （株）オリス H143431
小国町 一部   座標変換 空三成果  　 　114点 助言 H1434322 D 0003 アジア航測（株） H14312310

座標変換 2500 3333 中日本航空（株）
新潟市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 （株）サンワコン H1434322

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1434322 D 0007 H1435330
基準点 ４級  　 　30点

安田町 一部   下水道計画 空　三 4000  　 　5Ｍ （株）ナカノアイシステム H1434318
数値図化 500 130 助言 H1435310 D 0008 H143833
座標変換 500 031

新潟市 一部   河川改修 空　三 4000  　 　8Ｍ （株）オリス H1434315
数値図化 500 035 助言 H1435310 D 0003 H1433330
座標変換 500 034

新穂村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 （有）ワタナベ測量設計 H1434322
基準点 ３級  　 　1点 助言 H1435310 D 0010 H14310331
基準点 ４級 031

新穂村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （有）ワタナベ測量設計 H1434322
基準点 ３級  　 　2点 助言 H1435310 D 0011 H14310331
基準点 ４級 031

新発田市 一部 村上市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 3433 中日本航空（株） H143431
黒川村 一部 関川村 一部 カラー撮影 15000 45130 助言 H1435310 D 0012 H1531320
荒川町 一部 神林村 一部 数値図化 2500 1430
小国町 一部   
妙高村 一部   総合計画 数値図化 2500 537 （株）オリス H1434323

座標変換 2500 1232 助言 H1435315 D 0015 H1433313
新潟市 全域 豊栄市 一部 都市計画 カラー撮影 10000 27234 朝日航洋（株） H143431
京ケ瀬村 一部 横越村 全域 助言 H1435315 D 0013 H1533331
亀田町 全域 西川町 一部

上越市 一部   都市計画 座標変換 ２級  　 　2点 （株）桑原測量社 H1434322
座標変換 ３級  　 　2点 助言 H1435324 D 0017 H14312320
基準点 ４級  　 　30点

妙高村 一部   道路台帳 カラー撮影 4000 4132 （株）ナカノアイシステム H1435323
助言 H1435324 D 0018 H1433330

両津市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 732 （株）オリス H1435314
数値図化 500 033 助言 H143333 D 0022 H14310331
水　準 ３級  　338Km　2点
座標変換 500 337

中郷村 一部   用水対策 基準点 ３級  　 　3点 （株）梨本測量社 H143331
助言 H143333 D 0023 H143731

塩沢町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　1038Km　8点 （株）オリス H1435324
カラー撮影 4000 530 助言 H1433313 D 0025 H14310330
数値図化 500 130

湯沢町 一部 津南町 一部 ダム計画 カラー撮影 12500 5530 （株）パスコ H1433328
中里村 一部   数値図化 2500 1030 助言 H1433313 D 0023 H14310331

写測修正 2500 4531
既成図数値化 2500 4531

新潟市 全域   固定資産業務 カラー撮影 5000 23133 朝日航洋（株） H143431
助言 H1433313 D 0027 H1533331

新潟県　　塩沢町

信濃川工事事務所

新潟県　　新潟市

新潟県　　妙高村

新潟県　　中郷村

新潟県　　両津市

小新白鳥土地区画整理組合

新潟県　　上越市

新潟県　　妙高村

新潟県　　新潟市

新潟県　　安田町

新潟県新潟土木事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

測量地域 計画機関

飯豊山系砂防工事事務所

飯豊山系砂防工事事務所

羽越工事事務所



　　北陸地方

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

新潟県 新潟市 全域 豊栄市 一部 都市計画 空　三 10000 27234 朝日航洋（株） H143337
京ケ瀬村 一部 横越町 全域 数値図化 2500 1330 助言 H1433313 D 0028 H1533320
亀田町 全域 西川町 一部
十日町市 一部   道路計画 座標変換 ２級 　 　10点 （株）ナカノアイシステム H1435314

座標変換 ３級 　 　30点 助言 H1433313 D 0023 H14311310
座標変換 ４級 　 　405点
座標変換 500 033
座標変換 250 031
基準点 ４級 　 　23点

新潟市 一部 聖篭町 一部 海岸森林整備 カラー撮影 12500 18232 （株）ナカノアイシステム H1433310
紫雲寺町 一部 中条町 一部 数値図化 2500 2735 助言 H1433313 D 0031 H1438331
巻町 一部   
黒川村 一部   農地開発 基準点 ２級 　 　4点 新潟県土地改良事業団体連 H1435322

基準点 ３級 　 　3点 助言 H143731 D 0032 合会 H1438322
基準点 ４級 　 　81点

湯之谷村 一部 広神村 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 24034 国際航業（株） H1433313
守門村 一部 入広瀬村 一部 数値図化 2500 533 助言 H143731 D 0033 H14311313
六日町 一部 大和町 一部 数値図化 2500 234

座標変換 2500 234
湯沢町 一部 塩沢町 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 21830 （株）ナカノアイシステム H1433313
六日町 一部 津南町 一部 数値図化 2500 2535 助言 H143731 D 0034 H14311313
中里村 一部   数値図化 2500 433
栄村 一部   座標変換 2500 433
柏崎市 一部   下水道計画 数値図化 2500 330 （株）ナカノアイシステム H143533

座標変換 2500 330 助言 H143731 D 0035 H1437317
津南町 一部   下水道計画 水　準 ３級 　235Km　3点 （株）ナカノアイシステム H1433320

カラー撮影 4000 532 助言 H143731 D 0033 H1431134
数値図化 500 033

湯沢町 一部   道路計画 カラー撮影 8000 1330 （株）写測 H1435320
数値図化 1000 437 助言 H143334 C 0033 H14312320

能生町 一部   ほ場整備 基準点 ２級 　 　2点 （株）桑原測量社 H1433320
基準点 ３級 　 　15点 助言 H143731 D 0037 H143833

朝日村 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 333 （株）パスコ H13311327
数値図化 500 033 助言 H143731 D 0040 H1438310
座標変換 500 033

加茂市 一部 下田村 一部 砂防計画 座標変換 2500 437 （株）ナカノアイシステム H1433327
助言 H143731 D 0041 H1437331

中条町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 （株）総合都市開発 H1433317

助言 H143731 D 0042 H1438331
栃尾市 一部   土地区画整理 基準点 ２級 　 　2点 （有）杵渕測量設計 H143731

基準点 ３級 　 　3点 助言 H143731 D 0043 H14310323
基準点 ４級 031

長岡市 一部 栃尾市 一部 砂防計画 座標変換 2500 4335 （株）ナカノアイシステム H1433330
刈羽村 一部   助言 H143735 D 0050 アジア航測（株） H1438331

国際航業（株）

十日町市 一部 川西町 一部 砂防計画 座標変換 2500 1731 （株）ナカノアイシステム H1433327
津南町 一部   助言 H143735 D 0051 H1437328
六日町 一部   都市計画 カラー撮影 25000 13330 （株）ナカノアイシステム H143731

数値図化 5000 4332 助言 H143735 D 0053 H1533331

新潟県十日町土木事務所

新潟県　　六日町

新潟県　　栃尾市

新潟県長岡土木事務所

湯沢砂防工事事務所

新潟県

中条町坊城土地区画整理組合設立準備
委員会

新潟県　　朝日村

新潟県三条土木事務所

高崎工事事務所

新潟県　　津南町

新潟県　　能生町

湯沢砂防工事事務所

新潟県　　柏崎市

新潟県新発田農地事務所

新潟県　　新潟市

長岡国道工事事務所



　　北陸地方

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

新潟県 津川町 一部 鹿瀬町 一部 砂防計画 座標変換 2500 2334 （株）パスコ H1433313
上川村 一部 三川村 一部 助言 H143735 D 0057 H1433323

新潟市 一部 新発田市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　4330Km （株）国土開発センター H143831

新津市 一部 白根市 一部 水　準 ２級  　1337Km 助言 H143735 D 0058 H14310331
豊栄市 一部 京ケ瀬村 一部
水原町 一部 笹神村 一部
豊浦町 一部   

糸魚川市 一部 名立町 一部 砂防計画 座標変換 2500 2333 （株）パスコ H143738
能生町 一部   助言 H1437313 D 0031 （株）ナカノアイシステム H1438330
湯沢町 一部   ダム調査 座標変換 ２級  　 　8点 （株）新潟測量調査設計事務 H143734

助言 H1437313 D 0034 H1438315
湯沢町 一部   ダム調査 座標変換 ２級  　 　13点 （株）測技 H143734

助言 H1437313 D 0035 H1438315
両津市 一部 相川町 一部 砂防計画 座標変換 2500 3231 （株）ナカノアイシステム H143731
佐和田町 一部 畑野町 一部 助言 H1437313 D 0033 （株）パスコ H1438331
羽茂町 一部   

関川村 一部 荒川町 一部 河川管理 数値図化 2500 1835 （株）パスコ H143431
神林村 一部   助言 H1437313 D 0037 H1531331
十日町市 一部   下水道計画 数値図化 500 032 （株）ナカノアイシステム H143731

座標変換 500 032 助言 H1437313 D 0038 H1433310
畑野町 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 133 （株）オリス H143732

数値図化 500 031 助言 H1437313 D 0071 H1431033
座標変換 500 734

栄町 全域   都市計画 カラー撮影 13500 3233 （株）ナカノアイシステム H1437310
写測修正 2500 3730 助言 H1437313 D 0073 H14310331
座標変換 2500 3730

聖籠町 一部   
世界測地系への座
標変換

座標変換 ２級  　 　42点 （株）信越測量設計 H143738

助言 H1437330 D 0073 （株）岩測設計 H1431238
笹神村 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 337 （株）オリス H1437312

数値図化 500 035 助言 H1437330 D 0080 H1431138
座標変換 500 032
水　準 ３級  　335Km　2点

新井市 一部   総合計画 数値図化 500 032 （株）ナカノアイシステム H1437321
座標変換 500 1333 助言 H1437331 D 0082 H1433310

長岡市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　2130Km （株）日豊 H143332
助言 H1437331 D 0084 H1433330

大潟町 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　330Km （株）ナカノアイシステム H1438320
水　準 ２級  　430Km 助言 H1437331 D 0085 H14310331

新潟市 一部 新発田市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　5230Km 旭調査設計（株） H1438313
白根市 一部 岩室村 一部 水　準 ２級  　3430Km 助言 H1437331 D 0083 H14312313
巻町 一部 西川町 一部
味方村 一部 潟東村 一部
新井市 一部 上越市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　7030Km （株）国土開発センター H1438313
柿崎町 一部 大潟町 一部 水　準 ２級  　7730Km 助言 H1437331 D 0087 H14312313
頸城村 一部 板倉町 一部
三和村 一部   

新潟県

新潟県　　新井市

新潟県

新潟県　　長岡市

新潟県　　大潟町

新潟県　　聖籠町

新潟県　　笹神村

新潟県　　十日町市

新潟県　　畑野町

新潟県　　栄町

新潟県糸魚川土木事務所

新潟県佐渡地域振興局

羽越工事事務所

清津川ダム調査事務所

清津川ダム調査事務所

新潟県津川地区振興事務所

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管
理事務所



　　北陸地方

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

新潟県 長岡市 一部 柏崎市 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　3330Km （株）サンワコン H1438313
助言 H1437331 D 0088 H14312313

塩沢町 一部 六日町 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　4230Km 東武計画（株） H1438313
大和町 一部   助言 H1437331 D 0083 H14312313
柿崎町 一部   ダム計画 カラー撮影 4000 733 （株）ナカノアイシステム H1433313

数値図化 2500 035 助言 H1437331 D 0030 H14311315
既成図数値化 2500 333
座標変換 2500 333

六日町 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　1730Km 東武計画（株） H143331
助言 H143837 D 0031 H14312320

塩沢町 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　530Km 東武計画(株) H143331
助言 H143837 D 0032 H14312320

長岡市 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　1点 （株）長測 H143835
基準点 ２級  　 　4点 助言 H143837 D 0034 H1533320
基準点 ３級  　 　20点
基準点 ４級  　 　230点

柏崎市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　3330Km （株）ナルサワコンサルタント H1438323
助言 H143837 D 0035 H14310331

新潟市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　2730Km 旭調査設計（株） H1438320
助言 H1438323 D 0100 H1433320

上越市 一部 頸城村 一部 河川管理 座標変換 2500 2532 （株）日本テクニカルセンター H143831
助言 H1438323 D 0102 H1433330

新発田市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　1030Km （株）足立測量設計事務所 H1438323
助言 H1438323 D 0103 H14312321

板倉町 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　433Km 新潟県上越国土測量（株） H1438313
助言 H1438323 D 0104 H1433318

関川村 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）オリス H1438312
助言 H1438323 D 0105 H14310315

新潟市 一部 豊栄市 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　4530Km 旭調査設計（株） H143331
聖籠町 一部   助言 H1438323 D 0103 H1531331
上越市 一部   都市計画 座標変換 ２級  　 　2点 （株）桑原測量社 H143332

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H143333 D 0108 H1533315
基準点 ４級  　 　20点

頸城村 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　1130Km （株）ナカノアイシステム H1438320
助言 H143333 D 0103 H14312320

松之山町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　1点 助言 H1433310 D 0110 H1533320
基準点 ４級 031

松之山町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　1点 助言 H1433310 D 0111 H1533320
基準点 ４級 031

松之山町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　1点 助言 H1433310 D 0112 H1533320
基準点 ４級 031

牧村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1433310 D 0113 H1533320
基準点 ４級 031

新潟県　　上越市

新潟県　　頸城村

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県　　新潟市

新潟港湾空港工事事務所

高田工事事務所

新潟県　　新発田市

新潟県　　板倉町

飯豊山系砂防工事事務所

新潟県　　塩沢町

新潟県　　柏崎市

古正寺土地区画整理組合

新潟県上越土木事務所

新潟県　　六日町

新潟県

新潟県



　　北陸地方

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

新潟県 松之山町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

座標変換 500 031 助言 H1433310 D 0114 H1533320

松之山町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

座標変換 500 031 助言 H1433310 D 0115 H1533320
水原町 一部 笹神村 一部 下水道計画 基準点 ２級  　 　7点 （株）シーベルコンサルタント H143333

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H1433310 D 0117 H14311315
大潟町 一部   道路計画 座標変換 空三成果  　 　40点 （株）ナカノアイシステム H1433310

数値図化 500 033 助言 H1433310 D 0118 H1533325
荒川町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点 新潟巧測（株） H1438330

基準点 ２級  　 　1点 助言 H1433310 D 0120 H1531331
基準点 ３級  　 　13点
基準点 ４級 130

新潟市 一部 新津市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　3133Km （株）北陸測量設計事務所 H143331
助言 H1433318 D 0121 H1531330

見附市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　8点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433310

基準点 ３級  　 　42点 助言 H1433318 D 0122 H1533320
基準点 ４級 137

小国町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　12点 （株）アイテック H143338
基準点 ４級  　 　33点 助言 H1433318 D 0123 H14311330

横越町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 （株）総合都市開発 H1433317
助言 H1433318 D 0125 H1433330

清里村 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　333Km （株）桑原測量社 H1433325
助言 H1433318 D 0127 H153337

牧村 一部   ほ場整備 座標変換 500 032
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433324

助言 H1433318 D 0131 H1533320

上越市 一部 三和村 一部 ほ場整備 基準点 ２級  　 　8点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433313

助言 H1433318 D 0132 H1533320

上越市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433313

基準点 ３級  　 　4点 助言 H1433318 D 0133 H1533320
基準点 ４級 038

上越市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　330Km （株）ナカノアイシステム H1433312
水　準 ２級  　2130Km 助言 H1433318 D 0134 H153233

長岡市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433310

基準点 ３級  　 　8点 助言 H1431034 D 0135 H1533320
基準点 ４級 133

和島村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 大原技術（株） H1433310
基準点 ３級  　 　83点 助言 H1431034 D 0133 H1533320
基準点 ４級 335

名立町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143334

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1431034 D 0137 H1533328
基準点 ４級 031

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県上越農地事務所

新潟県上越農地事務所

新潟県　　上越市

新潟県長岡農地事務所

新潟県長岡農地事務所

新潟県　　清里村

横越東土地区画整理組合

新潟県　　名立町

新潟県柏崎農地事務所

信濃川下流工事事務所

新潟県長岡農地事務所

新潟県流域下水道事務所

新潟県　　大潟町

新潟県村上農地事務所

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県安塚地区振興事務所



　　北陸地方

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

新潟県 新発田市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　13点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

座標変換 ３級  　 　4点 助言 H1431034 D 0138 H1533320
座標変換 ４級  　 　82点

加治川村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　33点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　43点 助言 H1431034 D 0133 H1533320
基準点 ４級 132

新発田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ４級 234 助言 H1431034 D 0140 H1533320

新発田市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H143333

基準点 ３級  　 　12点 助言 H1431034 D 0141 H1533320
基準点 ４級 033

川口町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H14310321

基準点 ３級  　 　3点 助言 H1431034 D 0142 H1533320
基準点 ４級  　 　50点

小出町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　 　10点 （株）ナカノアイシステム H1433323
カラー撮影 4000 334 助言 H1431034 D 0144 H1531325
数値図化 500 033

新発田市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 （株）オオバ H143731
基準点 ４級  　 　42点 助言 H1431034 D 0145 H14311320
水　準 ３級  　430Km
水　準 ４級  　333Km

黒川村 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H1433324

基準点 ４級  　 　15点 助言 H1431033 D 0143 H1533320
十日町市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点 （株）十日町測量 H1433327

基準点 ３級  　 　3点 助言 H1431033 D 0152 H1532328
基準点 ４級 032

荒川町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）ナルサワコンサルタント H143331
助言 H14310315 D 0155 H14310330

金井町 一部 真野町 一部 ほ場整備 座標変換 500 138
新潟県土地改良事業団体連
合会

H14310310

助言 H14310315 D 0158 H1533320

金井町 一部 新穂村 一部 ほ場整備 座標変換 500 533
新潟県土地改良事業団体連
合会

H14310310

畑野町 一部   助言 H14310315 D 0153 H1533320
十日町市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 苗場建設サービス（株） H1433327

基準点 ３級  　 　5点 助言 H14310321 D 0132 H153237
基準点 ４級 130

十日町市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 苗場建設サービス（株） H1433327
基準点 ３級  　 　3点 助言 H14310321 D 0133 H153237
基準点 ４級 038

羽越工事事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

新潟県十日町農地事務所

新潟県十日町農地事務所

新潟県新発田農地事務所

新潟県十日町農地事務所

新潟県　　小出町

新潟県　　新発田市

新潟県新発田農地事務所

新潟県小出農地事務所

新潟県新発田農地事務所

新潟県新発田農地事務所

新潟県新発田農地事務所



　　北陸地方

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

新潟県 十日町市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 （株）宮内測量設計事務所 H14310323
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14310321 D 0134 H153237
基準点 ４級 031

糸魚川市 一部 上越市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 13734 （株）みすず綜合コンサルタン H1433323
頸城村 一部   数値図修正 2500 1232 助言 H14310321 D 0137 H14310331

座標変換 2500 1232
空　三 12500  　 　17Ｍ
写真図 2500 1232

上越市 一部 頸城村 一部 河川計画 数値図修正 2500 330 （株）日本テクニカルセンター H1433323
座標変換 2500 330 助言 H14310321 D 0138 H14311330

新潟市 一部 巻町 一部 海岸保全 カラー撮影 12500 10235 （株）みすず綜合コンサルタン H1433325
助言 H14310321 D 0172 H1532328

金井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （有）ワタナベ測量設計 H14310315
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14310322 D 0174 H1533320
基準点 ４級 031

見附市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　24点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H14310325

基準点 ３級  　 　83点 助言 H14310330 D 0177 H1533320
基準点 ４級 530

中之島町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点
新潟県土地改良事業団体連
合会

H14310325

基準点 ２級  　 　3点 助言 H14310330 D 0178 H1533320
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級 238

佐和田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （有）ワタナベ測量設計 H14310323
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14310330 D 0173 H1533320
基準点 ４級 031

金井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （有）ワタナベ測量設計 H14310323
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14310330 D 0180 H1532328
基準点 ４級 031

能生町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点 （株）桑原測量社 H14310325
座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14310330 D 0181 H14312320

小千谷市 一部   砂防計画 座標変換 2500 731 （株）オリス H14310310
助言 H14310330 D 0183 H1531317

相川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 佐渡測量（株） H14310323
基準点 ３級  　 　21点 助言 H14311315 D 0185 H1533320

新井市 一部 上越市 一部 砂防計画 数値図化 2500 4338 （株）オリス H14310328
柿崎町 一部 吉川町 一部 座標変換 2500 4837 助言 H14311315 D 0183 （株）ナカノアイシステム H15310330
板倉町 一部 清里村 一部
三和村 一部   
笹神村 一部   下水道計画 水　準 ３級  　333Km （株）オリス H14310311

カラー撮影 4000 438 助言 H14311315 D 0188 H153237
数値図化 500 033

湯沢町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）宮内測量設計事務所 H14310330
助言 H14311315 D 0130 H1533330

新発田市 一部 安田町 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 10330 （株）ナカノアイシステム H14310328
笹神村 一部 豊浦町 一部 数値図化 2500 133 助言 H14311315 D 0131 H1533315
加治川村 一部 中条町 一部 数値図修正 2500 232

座標変換 2500 232

湯沢砂防工事事務所

新潟県新発田土木事務所

新潟県新井砂防事務所

新潟県　　笹神村

新潟県　　能生町

新潟県小千谷土木事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

新潟県三条農地事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県三条農地事務所

高田工事事務所

信濃川下流工事事務所

十日町市土地改良区

高田工事事務所



　　北陸地方

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

新潟県 柏崎市 一部 高柳町 一部 砂防計画 座標変換 2500 1834 （株）オリス H1431034
刈羽村 一部 西山町 一部 助言 H14311315 D 0132 朝日航洋（株） H1431232
三和村 全域   道路台帳 カラー撮影 4000 5237 （株）ナカノアイシステム H1431137

助言 H14311315 D 0133 H1533331
佐和田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （株）信越測量設計 H14310331

基準点 ３級  　 　1点 助言 H14311315 D 0134 H1533320
基準点 ４級 031

佐和田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 佐渡測量（株） H14310331
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14311313 D 0133 H1533320
基準点 ４級 031

羽茂町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （有）協和測量設計事務所 H1431138
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14311313 D 0137 H1533314
基準点 ４級 031

小千谷市 一部 広神村 一部 砂防計画 座標変換 2500 1330 （株）日測 H14310323
守門村 一部 入広瀬村 一部 助言 H14311313 D 0201 H1531330
柿崎町 一部   ダム計画 数値図化 1000 130 （株）ナカノアイシステム H1431032

助言 H1431233 D 0203 H1533315
新潟市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点 （株）信越測量設計 H14311318

基準点 ４級 035 助言 H1431233 D 0210 H1533320
鹿瀬町 一部   地すべり対策 撮　影 8000 338 （株）パスコ H14311313

数値図化 1000 131 助言 H1431233 D 0211 H1533320
糸魚川市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　3点 東武計画（株） H14312310

基準点 ４級  　 　51点 助言 H1431233 D 0218 H1533325
上越市 一部   都市計画 座標変換 １級  　 　1点 （株）北伸技術 H14311327

基準点 ２級  　 　3点 助言 H1431233 D 0213 H1533320
基準点 ３級  　 　3点

高柳町 一部 松代町 一部 ダム管理 カラー撮影 3000 431 （株）ナカノアイシステム H14311311
カラー撮影 12500 333 助言 H1431233 D 0220 H153133

新井市 一部   砂防計画 数値図化 2500 333 （株）日測 H1431232
座標変換 2500 333 助言 H1431233 D 0221 H1531331

上越市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　4点 （株）桑原測量社 H14311328
基準点 ４級  　 　20点 助言 H14312313 D 0228 H1533315

関川村 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）ナカノアイシステム H14310320
助言 H14312313 D 0223 H153138

両津市 一部 相川町 一部 砂防計画 数値図化 2500 1235 （株）オリス H14311314
佐和田町 一部 羽茂町 一部 座標変換 2500 2837 助言 H14312317 D 0231 （株）パスコ H1533315
赤泊村 一部   

安塚町 一部 浦川原村 一部 砂防計画 数値図化 2500 1332 （株）パスコ H1431233
松代町 一部 大島村 一部 助言 H14312324 D 0233 H1533330
牧村 一部   
赤泊村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （有）ワタナベ測量設計 H14312324

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1531310 D 0244 H1533320
基準点 ４級 031

赤泊村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （有）ワタナベ測量設計 H14312324
基準点 ３級  　 　2点 助言 H1531310 D 0245 H1533320
基準点 ４級 031

新潟県安塚地区振興事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

飯豊山系砂防工事事務所

上越市土地開発公社

新潟県佐渡地域振興局

阿賀野川工事事務所

新潟県柏崎土木事務所

新潟県新井砂防事務所

大和川南土地区画整理組合

新潟県　　上越市

新潟県小千谷土木事務所

新潟県上越土木事務所

新潟県新潟農地事務所

新潟県柏崎土木事務所

新潟県　　三和村

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局

新潟県佐渡地域振興局



　　北陸地方

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

新潟県 赤泊村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （有）ワタナベ測量設計 H14312324
基準点 ３級  　 　3点 助言 H1531310 D 0243 H1533320
基準点 ４級 031

亀田町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 （株）総合都市開発 H1531314
助言 H1531310 D 0250 H1534330

村上市 一部 神林村 一部 砂防計画 数値図化 2500 033 国際航業（株） H14311312
朝日村 一部 山北町 一部 座標変換 2500 033 助言 H1531315 D 0251 H1533310
粟島浦村 一部   座標変換 2500 833

朝日村 一部   河川管理 数値図化 2500 137 （株）ナカノアイシステム H14312317
座標変換 2500 137 助言 H1531315 D 0252 H1533320

金井町 一部   ほ場整備 数値図化 1000 234 （株）ナカノアイシステム H1431233
助言 H1531315 D 0253 H1533318

村上市 一部 黒川村 一部 森林計画 撮　影 13000 88530 （株）オリス H143733
関川村 一部 荒川町 一部 助言 H1531323 D 0231 H1532328
神林村 一部 朝日村 一部
山北町 一部   
能生町 一部   道路管理 基準点 ３級  　 　2点 （株）梨本測量社 H14312324

水　準 ３級  　335Km　1点 助言 H153234 D 0233 H1532322
長岡市 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　1点 （株）長測 H1531331

基準点 ３級  　 　3点 助言 H1532314 D 0235 H1535330
基準点 ４級  　 　10点

柏崎市 一部 刈羽村 一部 砂防計画 数値図化 2500 533 （株）オリス H1531322
座標変換 2500 533 助言 H1532314 D 0271 H1533315

佐和田町 一部   河川管理 数値図化 2500 435 （株）ナカノアイシステム H14310328
助言 H1532314 D 0274 H1533315

新潟市 一部 燕市 一部
公共水準点成果改
定

成果改算 ２級  　18230Km （株）信越測量設計 H1532314

岩室村 一部 弥彦村 一部 助言 H1532325 D 0277 H153337
分水町 一部 吉田町 一部
巻町 一部 西川町 一部
味方村 一部 潟東村 一部
月潟村 一部 中之口村 一部

十日町市 一部 安塚町 一部 道路計画 数値図化 2500 2037 （株）ナカノアイシステム H1431234
浦川原村 一部 松代町 一部 座標変換 2500 2037 助言 H1532325 D 0278 H1533315
大島村 一部   座標変換 2500 232

座標変換 2500 2238
和島村 一部 出雲崎町 一部 砂防計画 カラー撮影 10000 1035 （株）パスコ H14312318

カラー撮影 12500 3330 助言 H1532323 D 0281 H1533331
数値図化 2500 537
座標変換 2500 537

新潟市 一部   緑地計画 カラー撮影 4000 138 （株）ナカノアイシステム H1532313
数値図化 500 031 助言 H153335 D 0285 H1533317

上越市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　2点 （株）エス・ティー設計 H153331
座標変換 ２級  　 　3点 助言 H153337 D 0283 H1533331
基準点 ３級  　 　10点

大潟町 一部   下水道計画 数値図化 500 032 （株）ナカノアイシステム H1532313
座標変換 500 032 助言 H153337 D 0230 H1533331

柏崎市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　4点 （株）ナルサワコンサルタント H14310331
水　準 ３級  　1030Km 助言 H1533314 D 0231 H1533320

新潟県　　上越市

新潟県　　大潟町

長岡国道工事事務所

北陸農政局西蒲原農業水利事務所

新潟県与板土木事務所

新潟県新潟港湾事務所

新潟県上越土木事務所

中沢原土地区画整理組合

新潟県柏崎土木事務所

新潟県佐渡地域振興局

新潟県

日本道路公団上越管理事務所

新潟県　　金井町

三條岡土地区画整理組合設立準備委員会

新潟県村上土木事務所

新潟県村上土木事務所

新潟県佐渡地域振興局



　　北陸地方

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

新潟県 糸魚川市 一部   砂防計画 数値図化 2500 777 国際航業（株） H14710722
座標変換 2500 777 助言 H1573714 D 0292 H1573728

山古志村 一部   砂防計画 数値図化 2500 2474 国際航業（株） H14710722
座標変換 2500 2474 助言 H1573719 D 0293 アジア航測（株） H1577730

糸魚川市 一部   道路計画 座標変換 空三成果  　 　7点 （株）オリス H1571728
数値図化 1000 177 助言 H1573719 D 0294 H1573728
座標変換 1000 170

両津市 一部 相川町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　3Ｍ （株）ナカノアイシステム H157277
真野町 一部 赤泊村 一部 数値図化 2500 772 助言 H1573728 D 0297 H1578731
新潟市 一部 亀田町 一部 世界測地系への 座標変換 １級  　 　7点 （株）信越測量設計 H1574715
横越町 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　17点 助言 H1573731 D 0299 H1575714

座標変換 ３級  　 　57点

富山県 高岡市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　3点
ジェイアール西日本コンサルタ
ンツ（株）

H1474722

水　準 ３級  　077Km　2点 助言 H1475710 D 0013 H1477731
大山町 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 5270 アジア航測（株） H1473721

数値図化 1000 977 助言 H1475724 D 0019 H14711729
大山町 一部 立山町 一部 砂防計画 カラー撮影 10000 2977 中日本航空（株） H1473721

数値図化 1000 1072 助言 H147773 D 0020 H14711729
大山町 一部 立山町 一部 砂防計画 数値図化 1000 973 国際航業（株） H1473721

既成図数値化 1000 877 助言 H147777 D 0024 H14711729
富山市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　1点 （株）サンワコン H1477715

座標変換 ３級  　 　10点 助言 H1477719 D 0030 H1477731
座標変換 ４級  　 　73点

黒部市 一部   下水道計画 水　準 ３級 1270Km  12点 関電興業（株） H1475720
空　三 4000  　 　9Ｍ 助言 H147771 D 0038 H14712720
数値図化 500 172
座標変換 500 172

高岡市 一部 砺波市 一部 農地開発 カラー撮影 20000 34975 セントラル航業（株） H1475722

小矢部市 一部 庄川町 一部 編　集 5000 20070 助言 H147775 D 0055 H14711729
井波町 一部 福野町 一部 写測修正 5000 20070
福岡町 一部   座標変換 5000 20070

小矢部市 一部   
フロンティアパーク
造成

座標変換 １級  　 　2点 （株）新日本コンサルタント H1474711

基準点 ２級  　 　1点 助言 H1477719 D 0070 H14710717
基準点 ３級  　 　4点

平村 一部   地すべり対策 数値図化 1000 071 日本海航測（株） H1477711
助言 H1477730 D 0081 H1478730

上平村 一部   都市計画 カラー撮影 10000 5972 （株）国土開発センター H1477729
数値図化 2500 1177 助言 H1477731 D 0083 H14712713

福岡町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 （株）サンワコン H1478719
基準点 ３級  　 　12点 助言 H147877 D 0093 H1573728
基準点 ４級  　 　127点
水　準 ３級  　 　5点

八尾町 全域   カラー撮影 5000 4878 （株）日本テクニカルセンター H1475731
カラー撮影 10000 18871 助言 H1478723 D 0101 H1573720

高岡市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　4点 北建コンサル（株） H1479710
助言 H1471074 D 0143 H14710715

富山市 一部 大沢野町 一部 道路計画 空　三 15000  　 　14Ｍ （株）日本テクニカルセンター H1478730
八尾町 一部 細入村 一部 数値図化 2500 2070 助言 H1471079 D 0148 H1571710

新潟県佐渡地域振興局

新潟県糸魚川土木事務所

新潟県長岡土木事務所

新潟県糸魚川土木事務所

亀田郷土地改良区

富山県　　高岡市

立山砂防工事事務所

立山砂防工事事務所

立山砂防工事事務所

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事
務所

地域振興整備公団富山開発所

富山県　　黒部市

富山市町村東土地区画整理組合

富山県　　福岡町

富山県福野土木事務所

富山県　　上平村

富山県　　八尾町

富山工事事務所

富山県高岡土木センター

固定資産評価資料



　　北陸地方

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

富山県 高岡市 一部   都市計画 既成図数値化 2500 3330 北陸航測（株） H1431031
座標変換 2500 3330 助言 H1431033 D 0150 H1532328

砺波市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 北建コンサル（株） H143333
助言 H14310315 D 0154 H14310320

大門町 一部   都市計画 数値図化 2500 1133 （株）ジーアイエス北陸 H1435315
座標変換 2500 2138 助言 H14310315 D 0157 H14310331

福野町 一部   宅地開発 座標変換 ２級  　 　2点 （株）日本テクニカルセンター H14310310
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14310321 D 0171 H14310325

魚津市 一部 滑川市 一部 砂防計画 空　三 12500  　 　114Ｍ （株）サンワコン H14310328
上市町 一部   助言 H14310330 D 0182 H14312311
小矢部市 一部 福岡町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　101Ｍ （株）国土開発センター H1433327

数値図化 2500 1333 助言 H14311315 D 0187 北陸航測（株） H1533314
黒部市 一部 宇奈月町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　83Ｍ （株）オリス H1433323
入善町 一部 朝日町 一部 助言 H14311315 D 0183 H1532310
富山市 全域   総合計画 数値図化 1000 5037 アジア航測（株） H143431

カラー撮影 10000 20838 助言 H14311313 D 0133 （株）パスコ H1533325
数値図修正 1000 20838
座標変換 1000 20838

朝日町 一部   総合計画 写測修正 2500 1333 日本海航測（株） H14310310
写測修正 5000 4833 助言 H14311313 D 0200 H1531331
座標変換 2500 1333
座標変換 5000 4833

砺波市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 （株）サンワコン H14311325
基準点 ３級  　 　5点 助言 H14311313 D 0202 H1533328
基準点 ４級  　 　47点

砺波市 一部 城端町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　133Ｍ 朝日航洋（株） H1433327
庄川町 一部 井波町 一部 助言 H14311313 D 0203 H1532310
井口村 一部 福光町 一部
小矢部市 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 831 （株）パスコ H14310313

数値図化 500 037 助言 H14311313 D 0204 H1532328
氷見市 全域   砂防計画 空　三 10000  　 　214Ｍ （株）オリス H14310317

助言 H1431233 D 0207 朝日航洋（株） H1531327
朝日町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 （株）サンワコン H14311328

座標変換 ３級  　 　4点 助言 H1431233 D 0213 H1533328
座標変換 ４級  　 　57点

朝日町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 333 朝日航洋（株） H14311313
数値図化 500 135 助言 H1431233 D 0217 H1533314
数値図修正 500 031
座標変換 500 031

黒部市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 （株）協和 H14310320
基準点 ３級  　 　8点 助言 H14312313 D 0222 H1533310
基準点 ４級 034

朝日町 一部   砂防計画 数値図化 2500 1730 （株）サンワコン H14312312
助言 H14312313 D 0225 H1533314

平村 一部 上平村 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　153Ｍ （株）パスコ H1433327
利賀村 一部   助言 H1531310 D 0243 H1532310
魚津市 一部 滑川市 一部 砂防計画 数値図化 2500 1330 国際航業（株） H14312327
上市町 一部   助言 H1531315 D 0254 H1533311
氷見市 一部   砂防計画 数値図化 2500 1735 国際航業（株） H1431138

助言 H1531315 D 0255 H1533323

富山県

富山県砺波土木センター

富山県新川土木センター

富山県高岡土木センター

布施川沿岸土地改良区

富山県　　朝日町

富山県　　富山市

富山県高岡土木センター

朝日町沼保新土地区画整理組合

富山県

富山県

富山県　　小矢部市

砺波市深江土地区画整理組合

富山県砺波土木センター

富山県　　朝日町

富山県　　大門町

富山工事事務所

富山県　　福野町

富山県新川土木センター

富山県　　高岡市



　　北陸地方

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

富山県 富山市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 未定 H153133

基準点 ３級  　 　7点 助言 H1531315 D 0253 H1333330
基準点 ４級  　 　30点

福光町 一部   砂防計画 数値図化 2500 1730 中日本航空（株） H1433327
助言 H1531315 D 0257 H1533310

朝日町 一部   下水道計画 座標変換 500 131 朝日航洋（株） H14311315
助言 H1531321 D 0258 H1532314

富山市 一部 大沢野町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　232Ｍ （株）日本テクニカルセンター H14310318
大山町 一部 八尾町 一部 助言 H1531323 D 0232 （株）国土開発センター H1532328
婦中町 一部 山田村 全域
細入村 一部   
立山町 一部   下水道計画 撮　影 4000 2734 朝日航洋（株） H14311320

水　準 ３級  　 　3点 助言 H1532314 D 0237 H1533320
空　三 4000  　 　137Ｍ

砺波市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 （株）上智 H14312317
基準点 ３級  　 　4点 助言 H1532325 D 0273 H1533325

上市町 一部   下水道計画 空　三 5000  　 　35Ｍ （株）ＧＩＳ北陸 H14311323
助言 H1532325 D 0280 H1533310

高岡市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 2031 北陸航測（株） H1531327
数値図修正 2500 330 助言 H153335 D 0288 H1533328
座標変換 2500 330

石川県 金沢市 一部 小松市 一部 海岸調査 数値図化 2500 2132 （株）オリス H143431
松任市 一部 根上町 一部 助言 H1434310 D 0002 H1437331
美川町 一部   

小松市 一部   空港計画 カラー撮影 8000 3333 アジア航測（株） H1434322
数値図化 1000 1330 助言 H1434322 D 0005 H1433330

鶴来町 一部   下水道計画 写測図化 500 033 （株）北日本ジオグラフィ H1434330
座標変換 500 033 助言 H1435315 D 0014 H1435324

富山市 一部 高岡市 一部 鉄道計画 空　三 4000  　 　43Ｍ 国際航業（株） H143731
小杉町 一部 大門町 一部 数値図化 500 230 セントラル航業（株） H14312331
大島町 一部   座標変換 500 230 助言 H1437313 D 0053
金沢市 一部 小松市 一部 撮　影 12500 23130
加賀市 一部 松任市 一部 写測修正 2500 4134
根上町 一部 川北町 一部 座標変換 2500 4134
美川町 一部 野々市町 一部
羽咋市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 羽咋測量設計（株） H143734

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1437313 D 0033 H14312320
基準点 ４級  　 　12点

志雄町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 1035 セントラル航業（株） H143734
数値図化 500 038 助言 H1437313 D 0072 H1532328
水　準 ３級  　1035Km
数値図修正 500 031
座標変換 500 034

金沢市 一部 小松市 一部
地盤変動調査（金
沢・手取地域）

水　準 １級  　11433Km （株）北日本ジオグラフィ H143835

松任市 一部 根上町 一部 助言 H1438323 D 0038 H14311330
美川町 一部 野々市町 一部
津幡町 一部 内灘町 一部

日本鉄道建設公団北陸新幹線第二建設
局

石川県

石川県　　羽咋市

石川県　　志雄町

金沢工事事務所

石川県　　鶴来町

大阪防衛施設局

中新川広域行政事務組合

富山県　　砺波市

富山県　　高岡市

富山県　　朝日町

富山県富山土木センター

中新川広域行政事務組合

富山県砺波土木センター

富山市打出土地区画整理組合設立準備
委員会



　　北陸地方

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

石川県 七尾市 一部   
地盤変動調査（七
尾地域）

水　準 １級  　3330Km 国際航業（株） H143835

助言 H1438323 D 0033 H14311330
七尾市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　338Km 国際航業（株） H1438320

助言 H143333 D 0107 H1431231
七尾市 一部   都市計画 撮　影 12500 2334 （株）北日本ジオグラフィ H143333

写測修正 2500 433 助言 H1433318 D 0124 H1533320
座標変換 2500 433

鶴来町 一部   下水道計画 撮　影 4000 130 （株）北日本ジオグラフィ H1438314
数値図化 500 032 助言 H1433318 D 0128 H1433327
水　準 ３級  　435Km

珠洲市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 H1431031
助言 H14310321 D 0130 H1533314

珠洲市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 日本海測量（株） H1431031
助言 H14310321 D 0131 H1533314

山中町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 （株）サンワコン H1431131
座標変換 ３級  　 　8点 助言 H14310322 D 0173 H14311330
座標変換 ４級  　 　32点

金沢市 一部   用地測量 基準点 ３級  　 　3点 （株）北日本ジオグラフィ H14311311
基準点 ４級  　 　24点 助言 H14311313 D 0138 H14311330

金沢市 一部   港湾計画 基準点 １級  　 　3点 セントラル航業（株） H14311325
基準点 ３級  　 　12点 助言 H1431233 D 0212 H14312323

小松市 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　2点 （株）日本海コンサルタント H14312313
基準点 ２級  　 　1点 助言 H14312313 D 0223 H1533325
基準点 ３級  　 　4点

金沢市 一部   総合計画 撮　影 10000 23333 セントラル航業（株） H1437315
助言 H14312313 D 0223 H1533331

輪島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 （株）鳥越 H1438328
基準点 ３級  　 　13点 助言 H14312317 D 0233 H14312330
基準点 ４級  　 　70点

七尾市 一部   港湾計画 座標変換 １級  　 　2点 （株）鳥越 H14311323
座標変換 ３級  　 　3点 助言 H1532314 D 0233 H1533325
基準点 ３級  　 　1点

小松市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 1031 アジア航測（株） H1532317
写測修正 2500 133 助言 H1532314 D 0273 H1533331
既成図数値化 2500 133
座標変換 2500 133

金沢市 一部 小松市 一部 海岸保全 カラー撮影 12500 18230 中日本航空（株） H153238
加賀市 一部 羽咋市 一部 助言 H153335 D 0283 H1533330
松任市 一部 根上町 一部
美川町 一部 高松町 一部
七塚町 一部 宇ノ気町 一部
内灘町 一部 志雄町 一部
押水町 一部   
小松市 一部   空港計画 基準点 ３級  　 　8点 （株）北日本ジオグラフィ H153334

水　準 ２級  　 　8点 助言 H153335 D 0287 H1533320
七尾市 一部 中島町 一部 砂防計画 数値図化 2500 235 （株）北日本ジオグラフィ H1533320
鹿島町 一部 能登島町 一部 助言 H1533328 D 0237 H1535330
鹿西町 一部   

石川県七尾土木事務所

金沢港湾空港工事事務所

大阪防衛施設局

金沢工事事務所

石川県　　金沢市

石川県輪島農林総合事務所

金沢港湾空港工事事務所

大阪防衛施設局

金沢港湾空港工事事務所

石川県　　小松市

石川県珠洲農林総合事務所

石川県珠洲農林総合事務所

石川県　　山中町

石川県　　鶴来町

石川県　　七尾市

石川県　　七尾市

石川県

（株）能登開発測量設計セン
ター



　　北陸地方

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

石川県 加賀市 一部   砂防計画 数値図化 2500 031 （株）北日本ジオグラフィ H1533313
助言 H1533328 D 0238 H1535330

津幡町 一部   砂防計画 空　三 10000  　 　3Ｍ （株）国土開発センター H153431
数値図化 2500 035 助言 H1533331 D 0300 H1537330

福井県 永平寺町 一部   都市計画 撮　影 12500 3137 （株）パスコ H1433323
写測図化 2500 1035 助言 H1434310 D 0001 H1435324

    砂防計画 座標変換 標定点  　 　13点 玉野総合コンサルタント（株） H143431
空　三 10000  　 　4004Ｍ 助言 H1434310 D 0003 （株）かんこう H1435331

朝日航洋（株）
福井市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 （株）サンワコン H1435330

基準点 ３級  　 　3点 助言 H143333 D 0021 H14310331
基準点 ４級  　 　43点

美山町 一部 松岡町 一部 砂防計画 数値図化 2500 4330 中日本航空（株） H143733
永平寺町 一部 上志比村 一部 助言 H143734 D 0044 H1531331
美山町 一部   砂防計画 数値図化 2500 4330 アジア航測（株） H143733

助言 H143734 D 0045 H1531331
福井市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4030 玉野総合コンサルタント（株） H143733

助言 H143734 D 0043 H1531331

福井市 一部   砂防計画 数値図化 2500 2830 国際航業（株） H143733

助言 H143734 D 0047 H1531331
福井市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4830 日本工営（株） H143733

助言 H143734 D 0048 H1531331
福井市 一部   砂防計画 数値図化 2500 1530 （株）帝国コンサルタント H143733

助言 H143734 D 0043 H1531331
大野市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4330 （株）サンワコン H1437310

助言 H143735 D 0052 H14311323
大飯町 全域   カラー撮影 4000 037 朝日航洋（株） H1435330

カラー撮影 8000 3830 助言 H143735 D 0053 H14310331
カラー撮影 10000 1835

勝山市 一部 美山町 一部 砂防計画 数値図化 2500 7330 アジア航測（株） H1437312
永平寺町 一部 上志比村 一部 助言 H1437313 D 0033 H14310315
鯖江市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 福井県土地改良事業団体連 H1433317

基準点 ３級  　 　4点 助言 H1437313 D 0073 合会 H1533310
基準点 ４級  　 　18点

敦賀市 一部   敷地調査 座標変換 ２級  　 　1点 H1437320
座標変換 ２級  　 　5点 助言 H1437330 D 0078 H1433330
座標変換 ３級  　 　17点
基準点 ３級  　 　2点

美浜町 一部 三方町 一部 砂防計画 数値図化 2500 4835 （株）パスコ H1438313
助言 H1438323 D 0033 H14310315

小浜市 一部 三方町 一部 砂防計画 数値図化 2500 4535 国際航業（株） H1438313
美浜町 一部   助言 H1438323 D 0037 H14310315
鯖江市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　2点 （株）サンワコン H1433315

座標変換 ２級  　 　1点 助言 H1433310 D 0113 H14311330
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級  　 　15点

坂井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　11点 福井県土地改良事業団体連 H1437310
基準点 ３級  　 　123点 助言 H1431033 D 0151 合会 H1533330
基準点 ４級  　 　525点

固定資産評価資料

福井県　　永平寺町

福井県福井土木事務所

大島土地区画整理組合

福井県

福井県福井土木事務所

福井県福井土木事務所

福井県福井土木事務所

福井県福井土木事務所

福井県　　大飯町

福井県大野土木事務所

福井県福井土木事務所

立待吉江土地改良区

福井県勝山土木事務所

福井県敦賀土木事務所

福井県敦賀土木事務所

福井工事事務所

福井県坂井農林総合事務所

鯖江米岡土地区画整理組合

石川県津幡土木事務所

石川県大聖寺土木事務所

（株）エイコー技術コンサルタン
ト



　　北陸地方

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

福井県 大野市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 福井県土地改良事業団体連 H1437313
基準点 ３級  　 　15点 助言 H14310321 D 0135 合会 H1533325
基準点 ４級  　 　35点

大野市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 福井県土地改良事業団体連 H1437313
基準点 ３級  　 　3点 助言 H14310321 D 0133 合会 H14312320
基準点 ４級  　 　34点

織田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 福井県土地改良事業団体連 H143738
基準点 ３級  　 　7点 助言 H14310321 D 0133 合会 H1533320
基準点 ４級  　 　21点

上中町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 福井県土地改良事業団体連 H1438313
基準点 ３級  　 　8点 助言 H14310321 D 0170 合会 H1531320
基準点 ４級  　 　23点

高浜町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　34点 京福コンサルタント（株） H14310328
助言 H14310322 D 0175 H1532320

小浜市 一部   都市計画 カラー撮影 12500 3235 （株）サンワコン H14310324
数値図修正 2500 3235 助言 H14310330 D 0184 H1533314
座標変換 2500 3235

今立町 一部   砂防計画 数値図化 2500 1838 （株）日本海コンサルタント H14311322
助言 H14311313 D 0205 H153337

武生市 一部 今立町 一部 砂防計画 数値図化 2500 1533 中央測量設計（株） H14311322
助言 H1431233 D 0208 H153337

大野市 一部 勝山市 一部 砂防計画 数値図化 2500 4830 （株）サンワコン H1431232
池田町 一部   助言 H1431233 D 0203 H1533325
福井市 一部 鯖江市 一部 砂防計画 数値図化 2500 3532 国際航業（株） H14311313
朝日町 一部 越迺村 一部 助言 H1431233 D 0214 H1533325
清水町 一部   
大野市 一部 美山町 一部 砂防計画 数値図化 2500 3533 アジア航測（株） H14311313
池田町 一部   助言 H1431233 D 0215 H1533325
福井市 一部 松岡町 一部 砂防計画 数値図化 2500 2135 中央測量設計（株） H14311313
永平寺町 一部 上志比村 一部 助言 H1431233 D 0213 H1533325
丸岡町 一部   
福井市 一部   都市計画 カラー撮影 15000 4233 （株）パスコ H1431233

数値図化 2500 1833 助言 H14312313 D 0224 H1533320

武生市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 （株）帝国コンサルタント H14312310

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14312313 D 0227 H1533330
福井市 一部 鯖江市 一部 地すべり対策 数値図化 2500 4332 （株）帝国コンサルタント H1431133
今立町 一部 朝日町 一部 助言 H14312317 D 0230 H1533325
芦原町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 1035 （株）パスコ H14312313

数値図化 500 034 助言 H14312317 D 0232 H1533325
金津町 一部 丸岡町 一部 砂防計画 数値図化 2500 2833 アジア航測（株） H14311323

助言 H14312317 D 0234 H1533325
三国町 一部 芦原町 一部 砂防計画 数値図化 2500 2333 中日本航空（株） H14310331

助言 H14312317 D 0235 H1533325
今庄町 一部   砂防計画 数値図化 2500 3337 アジア航測（株） H14312310

助言 H14312317 D 0233 H1533325

福井県奥越農林総合事務所

福井県奥越農林総合事務所

福井県　　小浜市

福井県　　高浜町

福井県丹生農林総合事務所

福井県嶺南振興局

福井県福井土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県大野土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県　　福井市

福井県福井土木事務所

福井県福井土木事務所

福井県　　芦原町

福井県三国土木事務所

福井県鯖江土木事務所

武生市本保土地区画整理組合設立準備
委員会

福井県三国土木事務所

福井県武生土木事務所



　　北陸地方

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

福井県 今庄町 一部   砂防計画 数値図化 2500 3233 アジア航測（株） H14312310
助言 H14312317 D 0237 H1533325

和泉村 一部   砂防計画 数値図化 2500 3337 アジア航測（株） H1431131
助言 H14312324 D 0238 H1533325

小浜市 一部   用地測量 基準点 ２級  　 　2点 京福コンサルタント（株） H14312317
基準点 ４級  　 　5点 助言 H14312324 D 0240 H1533328

勝山市 一部 大野市 一部 砂防計画 数値図化 2500 4430 （株）かんこう H14310324
助言 H14312324 D 0241 H1533325

福井市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 （株）サンワコン H14312324
座標変換 ３級  　 　3点 助言 H1531310 D 0242 H1531331
座標変換 ４級  　 　40点

敦賀市 一部 小浜市 一部 砂防計画 数値図化 2500 3333 アジア航測（株） H14312325
三方町 一部 上中町 一部 助言 H1531310 D 0247 H1533320
敦賀市 一部 美浜町 一部 砂防計画 数値図化 2500 5432 （株）パスコ H14312325

助言 H1531310 D 0248 H1533320
敦賀市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3031 中日本航空（株） H14312325

助言 H1531310 D 0244 H1533320
小浜市 一部 名田庄村 一部 砂防計画 数値図化 2500 8330 国際航業（株） H14310330

助言 H1531324 D 0230 H1533325
小浜市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 福井県土地改良事業団体連 H1438313

基準点 ３級  　 　23点 助言 H153234 D 0234 合会 H1533320
基準点 ４級  　 　35点

小浜市 一部 三方町 一部 砂防計画 数値図化 2500 3233 （株）かんこう H14312327
上中町 一部   助言 H1532314 D 0238 H1533325
小浜市 一部 上中町 一部 砂防計画 数値図化 2500 3338 京福コンサルタント（株） H14312327

助言 H1532314 D 0234 H1533325
武生市 一部 宮崎村 一部 砂防計画 数値図化 2500 4138 （株）帝国コンサルタント H14312325

助言 H1532314 D 0270 H1533325
武生市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3835 日本工営（株） H14312325

助言 H1532314 D 0275 H1533325
福井市 一部 朝日町 一部 砂防計画 数値図化 2500 4338 アジア航測（株） H1431131
越前町 一部 越迺村 一部 助言 H153335 D 0282 H1533325
清水町 一部   
鯖江市 一部 朝日町 一部 砂防計画 数値図化 2500 4032 （株）パスコ H153138
宮崎村 一部 清水町 一部 助言 H153335 D 0283 H1533325
小浜市 一部   下水道計画 空　三 5000  　 　42Ｍ （株）パスコ H1532325

数値図化 500 333 助言 H153335 D 0284 H1533314
写測修正 500 433
既成図数値化 500 433
座標変換 500 433

小浜市 一部   下水道計画 水　準 ２級 1435Km  12点 (株)環境コンサル H153237
助言 H1533314 D 0245 (株)澤田調査設計 H1533325

福井県武生土木事務所

福井県大野土木事務所

田原下町土地区画整理組合

大阪防衛施設局

福井県勝山土木事務所

福井県嶺南振興局

福井県小浜土木事務所

福井県敦賀土木事務所

福井県敦賀土木事務所

福井県敦賀土木事務所

福井県朝日土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県小浜土木事務所

福井県小浜土木事務所

福井県　　小浜市

福井県朝日土木事務所

福井県　　小浜市
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