
　　関東地方

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

茨城県 利根町 一部 明野町 一部 河川管理 カラー撮影 15000 55551 （株）八州 H1453515
龍ケ崎市 一部 下妻市 一部 助言 H145558 C 0010 H1455530
藤代町 一部 八千代町 一部
取手市 一部 結城市 一部
伊奈町 一部 関城町 一部
守谷市 一部 下館市 一部
谷和原村 一部 協和町 一部
つくば市 一部 千代川村 一部
南河内町 一部 上三川町 一部
真岡市 一部 益子町 一部
土浦市 一部 石岡市 一部 河川管理 撮　影 8000 8858 アジア航測（株） H1454519
千代田町 一部 霞ヶ浦町 一部 写測図化 1000 055 助言 H145558 C 0011 H1457531
玉里村 一部 美野里町 一部 写測修正 1000 1850
茨城町 一部 内原町 一部 座標変換 1000 1850
水戸市 一部   

龍ケ崎市 一部 利根町 一部 河川計画 カラー撮影 18500 8958 （株）八州 H1453583
取手市 一部   数値図化 8500 8851 助言 H1455530 C 0038 H1459530
我孫子市 一部 柏市 一部
印西市 一部 沼南町 一部
鹿嶋市 一部 鉾田町 一部 河川管理 水　準 ２級  　154Km 小沼測量（株） H1453514
大洋村 一部   水　準 ３級  　8755Km 助言 H145555 C 0041 H1457531
土浦市 一部 石岡市 一部 河川管理 水　準 ２級  　454Km （株）三喜コンサルタント H1453514
霞ヶ浦町 一部 千代田町 一部 水　準 ３級  　3755Km 助言 H145555 C 0048 H1458584
潮来市 一部 麻生町 一部 河川管理 水　準 ２級  　857Km 中央技術（株） H1453514
玉造町 一部 小川町 一部 水　準 ３級  　3454Km 助言 H145555 C 0043 H1458511
玉里村 一部   

潮来市 一部 東町 一部 河川管理 水　準 ２級  　350Km 鹿行測量設計（株） H1455580
桜川村 一部 江戸崎町 一部 水　準 ３級  　4855Km 助言 H145555 C 0044 H1458530
美浦村 一部 阿見町 一部
土浦市 一部   
潮来市 一部 麻生町 一部 河川管理 水　準 ２級  　855Km （株）下川設計 H1453514
北浦町 一部 鉾田町 一部 水　準 ３級  　3755Km 助言 H145555 C 0045 H1459518
つくば市 一部   鉄道計画 カラー撮影 450 (株)パスコ H145755

数値図化 8500 150 助言 H145759 C 0077 H145855
阿見町 一部   宅地開発 基準点 ２級  　 　5点 （株）ミカミ H1457511

基準点 ３級  　 　15点 助言 H1457518 C 0078 H1558584
基準点 ４級  　 　154点

大洗町 一部   都市計画 基準点 ３級  　 　18点 (株)ミカミ H145751
助言 H1457588 C 0090 H145959

つくば市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　89点 (株)双葉 H1458518
座標変換 ３級  　 　184点 助言 H1458519 C 0180 H14511530

つくば市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　88点 （株）日測 H1458518
座標変換 ３級  　 　100点 助言 H1458519 C 0181 H14511530

ひたちなか
市

一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　9点 （株）ミカミ H1458510

基準点 ４級  　 　108点 助言 H1458519 C 0184 H1553515
高萩市 一部   都市計画 撮　影 18500 3353 三和航測(株) H1457583

数値図化 8500 3353 助言 H1458580 C 0188 H1559530

測量地域 計画機関

霞ヶ浦導水工事事務所

下館工事事務所

利根川下流工事事務所

霞ヶ浦工事事務所

霞ヶ浦工事事務所

霞ヶ浦工事事務所

霞ヶ浦工事事務所

霞ヶ浦工事事務所

日本鉄道建設公団関東支社

茨城県

茨城県住宅供給公社

都市基盤整備公団茨城地域支社

都市基盤整備公団茨城地域支社

ひたちなか市高野小貫山土地区画整理
組合

茨城県　　高萩市



　　関東地方

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

茨城県 境町 一部   総合計画 基準点 １級  　 　1点 （株）青柳調査測量設計事務 H1458519
助言 H1458583 C 0131 H14510531

北浦町 全域   管内図修正 撮　影 30000 5457 国際航業(株) H1457583
写測修正 10000 5457 助言 H1458589 C 0135 H1558514
座標変換 10000 5457

水戸市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 17559 朝日航洋(株) H1458588
数値図化 8500 8854 助言 H145958 C 0137 H155355

土浦市 一部 石岡市 一部 河川管理 カラー撮影 10000 50050 アジア航測(株) H145857
阿見町 一部 霞ヶ浦町 一部 写測図化 1000 058 助言 H1459511 C 0170 H1553531
玉里村 一部 小川町 一部
玉造町 一部 美浦村 一部
桜川村 一部 麻生町 一部
北浦町 一部 鉾田町 一部
大洋村 一部 潮来市 一部
神栖町 一部 鹿嶋市 一部
佐原市 一部   

守谷市 一部 取手市 一部 河川管理 数値図修正 8500 4555 アジア航測(株) H145859
柏市 一部 我孫子市 一部 座標変換 8500 4555 助言 H1459585 C 0178 H1551531
黒羽町 一部 馬頭町 一部 山林調査 撮　影 80000 115550 東武計画(株) H1459581
烏山町 一部   助言 H14510588 C 0818 H14518580
北茨城市 一部 高萩市 一部
里美村 一部 大子町 一部
美和村 一部 緒川村 一部

常陸太田市 一部
ひたちなか
市

一部 河川管理 座標変換 ２級  　 　817点 (株)ミカミ H1451051

水戸市 一部 御前山村 一部 成果改算 ２級  　 　798点 助言 H1451158 C 0841 H14511589
大洗町 一部 常北町 一部
金砂郷町 一部 山方町 一部
大子町 一部 那珂町 一部
桂村 一部 大宮町 一部
茂木町 一部 烏山町 一部
馬頭町 一部 南那須町 一部
小川町 一部   
つくば市 一部 水海道市 一部 道路計画 基準点 ４級  　 　117点 大栄測量設計(株) H1459510

水　準 ３級  　1751Km 助言 H1451158 C 0845 大輝測量(株) H1553531
共同測量(株)

阿見町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　8点 大和測量(株) H14511585
基準点 ４級  　 　107点 助言 H14511585 C 0857 H1553531
座標変換 ２級  　 　3点

土浦市 一部 つくば市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　45050Km 国際航業(株) H14511514
牛久市 一部 龍ケ崎市 一部 助言 H1451855 C 0893 H1553589
取手市 一部 藤代町 一部
守谷市 一部 水海道市 一部
岩井市 一部 境町 一部
猿島町 一部 八千代町 一部
三和町 一部 総和町 一部
古河市 一部 結城市 一部
五霞町 一部 新治村 一部
千代田町 一部   

茨城県　　境町

茨城県　　北浦町

茨城県　　水戸市

霞ヶ浦工事事務所

利根川上流工事事務所

関東信越国税局

常陸工事事務所

常総国道工事事務所

阿見町中郷土地区画整理組合

茨城県



　　関東地方

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

茨城県 常陸太田市 一部 水府村 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　71Ｍ 中日本航空(株) H1451155
山方町 一部 金砂郷町 一部 数値図化 8500 4555 助言 H14518511 C 0301 H1553515
藤代町 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　8点 (株)新 H14511580

基準点 ４級  　 　51点 助言 H14518517 C 0307 H1553585

水海道市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　8点 (株)新 H145851
基準点 ３級  　 　13点 助言 H14518585 C 0313 H1553585
基準点 ４級  　 　11点

桜川村 一部 東町 一部 河川計画 座標変換 ２級  　 　11点 (株)四門 H14518518
助言 H14518585 C 0315 H1553580

つくば市 一部   
都市計画（座標変
換試行作業）

座標変換 １級  　 　5点 社団法人　日本測量協会 H1355514

座標変換 ２級  　 　81点 助言 H14518585 C 0388 H1453531
座標変換 ３級  　 　875点

日立市 一部   砂防計画 空　三 10000  　 　78Ｍ 国際航業(株) H14510530
数値図化 8500 4555 助言 H14518585 C 0333 H1553514

内原町 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　3点 (株)ミカミ H14518585
基準点 ４級  　 　50点 助言 H14518587 C 0335 H1553585

土浦市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　8450Km 国際航業(株) H14518518
助言 H155155 C 0345 H1553584

土浦市 全域   都市計画 基準点 ２級  　 　80点 (株)中庭測量コンサルタント H14518518
座標変換 １級  　 　19点 助言 H1551515 C 0358 H1553511
座標変換 ２級  　 　155点

藤代町 一部 伊奈町 一部 河川管理 空　三 15000 88551 東武計画(株) H155159
取手市 一部 守谷市 一部 写測図化 8500 88551 助言 H1551517 C 0355 アジア航測(株) H1553580
下館市 一部 谷和原村 一部 第一航業(株)
水海道市 一部 石下町 一部
千代川村 一部 八千代町 一部
下妻市 一部 関城町 一部
結城市 一部 協和町 一部
明野町 一部   
真岡市 一部 上三川町 一部
南河内町 一部 二宮町 一部

取手市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　84点 玉野総合コンサルタント(株) H1551510
座標変換 ２級  　 　87点 助言 H1551588 C 0384 H1553580

守谷市 一部   土地区画整理 座標変換 500 057 画地測量設計(株) H1551530
助言 H155855 C 0390 H1558510

取手市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　7点 大和測量(株) H1558510
基準点 ４級  　 　55点 助言 H155855 C 0408 H1555530

土浦市 一部   砂防計画 空　三 10000 4850 アジア航測(株) H1451851
数値図化 8500 4850 助言 H1558517 C 0404 H1553515

つくば市 一部   都市計画 カラー撮影 18500 5450 (株)パスコ H1558514
数値図化 8500 1057 助言 H1558587 C 0483 H1553585
写測修正 8500 8455

茨城県常陸太田土木事務所

藤代町姥島土地区画整理組合

茨城県　　水海道市

霞ヶ浦工事事務所

都市基盤整備公団茨城地域支社

茨城県高萩土木事務所

内原第２スワ土地区画整理組合

茨城県　　土浦市

茨城県　　土浦市

下館工事事務所

茨城県　　取手市

都市基盤整備公団茨城地域支社

取手市新取手土地区画整理組合

茨城県土浦土木事務所

茨城県　　つくば市



　　関東地方

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

茨城県 神栖町 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　8点 鹿島都市開発(株) H1553510
基準点 ４級  　 　103点 助言 H155355 C 0430 H1554530

北茨城市 全域   森林計画 写測修正 5000 18555 (株)中庭測量コンサルタント H14518587
座標変換 5000 18555 助言 H155354 C 0438 H1553585

明野町 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 1355 (株)パスコ H1558587
空　三 4000  　 　47Ｍ 助言 H1553510 C 0445 H1553585

阿見町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　13点 (株)ミカミ H1553585
基準点 ３級  　 　88点 助言 H1553588 C 0478 H1555530

栃木県 小山市 一部   宅地開発 基準点 ２級  　 　8点 （株）栃木測量設計 H145451
基準点 ３級  　 　7点 助言 H1454530 C 0009 H1553510
基準点 ４級 051

矢板市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 17057 日研測量（株） H1451584
数値図化 8500 9958 助言 H145558 C 0014 H1458531

日光市 一部 今市市 一部 砂防計画 カラー撮影 18500 105750 朝日航洋（株） H1453515
栗山村 一部 藤原町 一部 空　三 18500  　 　558Ｍ 助言 H1455580 C 0084 H1451055
塩谷町 一部   

益子町 一部   都市計画 数値図化 8500 1850 アジア航測（株） H1455513
助言 H145554 C 0037 H1451158

塩原町 一部   都市計画 撮　影 15000 3059 国際航業(株) H145351
写測修正 8500 350 助言 H145555 C 0045 H1455530

壬生町 一部   カラー撮影 8000 5151 国際航業(株) H1454585
助言 H1455511 C 0049 H14510531

宇都宮市 一部 河内町 一部
不動産登記法第17
条地図作製

基準点 ２級  　 　5点
（社）栃木県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

H145551

基準点 ３級  　 　88点 助言 H1455518 C 0057 H1553531
上三川町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 13554 (株)八州 H145851

数値図化 8500 5455 助言 H1457585 C 0095 H1559530
編　集 10000 5455
編　集 85000 5455

宇都宮市 一部   都市計画 座標変換 １級  　 　3点 宇都宮測量(株) H145851
座標変換 ２級  　 　4点 助言 H145855 C 0105 H14510583
座標変換 ３級  　 　11点
基準点 １級  　 　1点
基準点 ２級  　 　3点
基準点 ３級  　 　13点

宇都宮市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　7点 東洋測量設計（株） H1455584
基準点 ３級  　 　8点 助言 H1458519 C 0185 H14510584

宇都宮市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　18点 協和測量設計(株) H1451051
座標変換 ２級  　 　5点 助言 H14510510 C 0807 H155357
基準点 ３級  　 　18点
基準点 ４級  　 　850点

小山市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　51点 (株)都市設計 H14510581
座標変換 ２級  　 　149点 助言 H14510588 C 0887 H1553580

湯津上村 一部 小川町 一部 河川計画 数値図修正 8500 10758 (株)ニッコー H1451051
馬頭町 一部 烏山町 一部 座標変換 8500 10758 助言 H1451158 C 0835 H1551530
茂木町 一部   
御前山村 一部 桂村 一部
大宮町 一部 水戸市 一部

平泉外十二入会土地区画整理組合

茨城県

茨城県　　明野町

茨城県竜ヶ崎土木事務所

小山市土地開発公社

栃木県　　矢板市

日光砂防工事事務所

栃木県　　益子町

栃木県　　塩原町

栃木県　　壬生町

宇都宮地方法務局

栃木県　　上三川町

栃木県　　宇都宮市

栃木県　　宇都宮市

栃木県　　宇都宮市

栃木県　　小山市

常陸工事事務所

固定資産評価資料



　　関東地方

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

栃木県 真岡市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 (株)山都 H14510515
基準点 ３級  　 　14点 助言 H1451158 C 0840 H1553510
基準点 ４級  　 　151点

国分寺町 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　10点 協和測量設計(株) H145555
座標変換 ２級  　 　8点 助言 H14511518 C 0854 (株)三条工測 H1553585
座標変換 ３級  　 　13点
座標変換 ４級  　 　848点

矢板市 一部   都市計画 数値図化 8500 7055 東武計画(株) H14510518
助言 H14511585 C 0858 H1553580

栗山村 一部   森林計画 基準点 ２級  　 　8点 群馬測量(株) H14511518
助言 H14511588 C 0859 H1551588

那須町 一部   森林計画 基準点 ３級  　 　5点 東武建設(株) H14511511
助言 H1451855 C 0887 H1553510

南那須町 一部 烏山町 一部 砂防計画 空　三 18500  　 　831Ｍ 日研測量(株) H14511514
数値図化 8500 1858 助言 H14518511 C 0899 H1553510
写真図 8500 1858

宇都宮市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　9点 (株)共同測量 H14518510
座標変換 ２級  　 　8点 助言 H14518585 C 0311 H1953531
基準点 ３級  　 　78点
基準点 ４級  　 　484点

宇都宮市 一部 日光市 一部 砂防計画 空　三 18500  　 　875Ｍ 協和測量設計(株) H14511587
鹿沼市 一部 矢板市 一部 数値図化 8500 551 助言 H14518585 C 0315 H1553510
氏家町 一部 塩谷町 一部
上河内町 一部 河内町 一部
喜連川町 一部   
宇都宮市 一部 石橋町 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　47550Km (株)中庭測量コンサルタント H14518514
国分寺町 一部 壬生町 一部 助言 H14518585 C 0383 H1553531
小山市 一部 野木町 一部
佐野市 一部 藤岡町 一部
大平町 一部 岩舟町 一部
足利市 一部 南河内町 一部
二宮町 一部 真岡市 一部
上三川町 一部 河内町 一部
上河内町 一部   砂防計画 数値図化 8500 1850 国際航業(株) H1451158

助言 H1551580 C 0353 H1553510
鹿沼市 一部 粟野町 一部 砂防計画 空　三 18500  　 　588Ｍ 晃洋設計測量(株) H1451854
西方町 一部 都賀町 一部 数値図化 8500 8050 助言 H155855 C 0393 H1553511
田沼町 一部 栃木市 一部

足利市 一部   都市計画 空　三 18500  　 　91Ｍ 晃洋設計測量(株) H1551589
助言 H155855 C 0398 H1553580

真岡市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　8点 テクノ綜合開発(株) H1551589
基準点 ３級  　 　3点 助言 H155855 C 0401 H1553580
基準点 ４級  　 　108点

足利市 一部   砂防計画 数値図化 8500 8050 晃洋設計測量(株) H14511585
助言 H1558517 C 0405 H1553510

塩原町 一部   砂防計画 空　三 18500 8350 (株)パスコ H1551515
数値図化 8500 8350 助言 H1558517 C 0407 H1555530

栃木県　　国分寺町

真岡市下高間木土地区画整理組合

栃木県　　矢板市

関東森林管理局

関東森林管理局

栃木県烏山土木事務所

栃木県　　宇都宮市

栃木県矢板土土木事務所

栃木県

栃木県宇都宮土木事務所

栃木県佐野土木事務所

栃木県　　足利市

栃木県　　真岡市

栃木県大田原土木事務所

栃木県足利土木事務所



　　関東地方

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

栃木県 足利市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 晃洋設計測量(株) H1455515
基準点 ３級  　 　5点 助言 H1553510 C 0437 H1553585
基準点 ４級  　 　55点

岩舟町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 晃洋設計測量(株) H155855
基準点 ３級  　 　5点 助言 H1553510 C 0441 H1553585
基準点 ４級  　 　88点

都賀町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 (株)八興 H155353
基準点 ３級  　 　10点 助言 H1553510 C 0448 H1553585
基準点 ４級  　 　108点

足利市 一部   都市計画 数値図化 8500 7358 国際航業(株) H1551515
座標変換 8500 7358 助言 H1553519 C 0458 H1554580

宇都宮市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　8点 東亜サーベイ(株) H1551515
基準点 ３級  　 　8点 助言 H1553585 C 0455 H1553531

宇都宮市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　8点 東洋測量設計(株) H1551515
基準点 ３級  　 　3点 助言 H1553585 C 0457 H1553531

真岡市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 (株)八州 H1558580
座標変換 ３級  　 　11点 助言 H1553519 C 0458 H1553531
座標変換 ４級  　 　834点

群馬県 渋川市 全域   カラー撮影 5000 5155 国際航業（株） H13510510
助言 H1454518 C 0008 H1454585

大間々町 一部 桐生市 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　88点 三陽測量（株） H145355
太田市 一部 邑楽町 一部 助言 H1454511 C 0003 協立測量（株） H1457583
館林市 一部 板倉町 一部 （株）写測
藤岡町 一部 佐野市 一部 （株）協和テクノ
足利市 一部   三和測量設計（株）

技研測量設計（株）
水上町 全域 沼田市 全域 砂防計画 カラー撮影 18500 434958 東武計画（株） H145351
新治村 全域 中之条町 全域 空　三 18500  　 　1883Ｍ 助言 H145558 C 0018 大輝測量（株） H1457515
六合村 全域 草津町 全域 （株）写測
嬬恋村 全域 吾妻町 全域 技研測量設計（株）
渋川市 全域 東村 全域 （株）地測設計
高山村 全域 小野上村 全域
伊香保町 全域 富士見村 全域
宮城村 全域 桐生市 全域
藤岡市 全域 吉井町 全域
富岡市 全域 松井田町 全域

藤岡市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　8点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1455581

基準点 ３級  　 　8点 助言 H145559 C 0019 H1455531
基準点 ４級  　 　15点

桧枝岐村 一部   砂防計画 撮　影 18500 74050 東武計画（株） H1455513
湯之谷村 一部   空　三 18500  　 　404Ｍ 助言 H1455580 C 0088 H1458530
片品村 一部 川場村 一部
水上町 一部 東村 一部
白沢村 一部 利根村 一部
黒保根村 一部   
日光市 一部 足尾町 一部
栗山村 一部   
新治村 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　11点 石沢測量設計（株） H1455518

基準点 ３級  　 　55点 助言 H1455580 C 0088 H14511587

葉鹿橋左岸土地区画整理組合

岩舟町中久保土地区画整理組合

都賀町合戦場・升塚西部土地区画整理組合

栃木県　　足利市

栃木県　　宇都宮市

栃木県　　宇都宮市

真岡市亀山北土地区画整理組合

群馬県　　渋川市

渡良瀬川工事事務所

群馬県

群馬県　　藤岡市

利根川水系砂防工事事務所

関東地方整備局高崎工事事務所

固定資産評価資料



　　関東地方

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

群馬県 富岡市 全域 藤岡市 一部 森林計画 カラー撮影 80000 98750 朝日航洋（株） H1454588
鬼石町 全域 吉井町 全域 助言 H1455530 C 0030 H1451159
下仁田町 全域 中里村 全域
上野村 全域   
安中市 一部 松井田町 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　47点 （株）プライムプラン H1453588
妙義町 一部   基準点 ３級  　 　78点 助言 H145555 C 0038 H1459530
軽井沢町 一部   水　準 ３級  　8350Km

昭和村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1455518

基準点 ３級  　 　8点 助言 H145555 C 0040 H1457531
基準点 ４級  　 　39点

邑楽町 一部   都市計画 写測修正 8500 3151 (株)パスコ H1455513
助言 H1455511 C 0048 H1459530

沼田市 一部 月夜野町 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　40点 （株）高崎測量 H145553
新治村 一部   基準点 ３級  　 　74点 助言 H1455518 C 0058 H1459530

水　準 ３級  　8358Km

吉岡町 一部 前橋市 一部 土地改良 基準点 ２級  　 　8点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H145751

基準点 ３級  　 　9点 助言 H1455518 C 0055 H1457531
基準点 ４級  　 　85点

上野村 一部   道路計画 カラー撮影 8000 8550 復建調査設計(株) H1453588
佐久町 一部   数値図化 1000 355 助言 H1455585 C 0050 H14518530
榛名町 一部 万場町 一部 砂防計画 カラー撮影 18500 11550 国際航業(株) H145858
中里村 一部 上野村 一部 数値図化 8500 83751 助言 H145758 C 0058 (株)パスコ H14510515
安中市 一部 松井田町 一部 アジア航測(株)
吉井町 一部 鬼石町 一部
笠懸町 一部 前橋市 一部 道路計画 カラー撮影 8000 550 中日本航空(株) H1455583
伊勢崎市 一部 粕川村 一部 数値図化 1000 550 助言 H145758 C 0053 H14511580
赤堀町 一部   
東村 一部   都市計画 座標変換 8500 1855 藤和航測(株) H1455585

助言 H145758 C 0055 H1457531
前橋市 一部 赤堀町 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　30点 東亜測量設計(株) H1453588
笠懸町 一部 桐生市 一部 基準点 ３級  　 　50点 助言 H145751 C 0057 H1459530

水　準 ３級  　8758Km

赤堀町 全域   
世界測地系への座
標変換

座標変換 １級  　 　81点 関東測量（株） H145551

助言 H145758 C 0073 H1457531

高崎市 一部   
土地改良（座標変
換作業含む）

座標変換 ２級  　 　8点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H145751

基準点 ２級  　 　4点 助言 H1457518 C 0079 H1457531
基準点 ３級  　 　15点
基準点 ４級  　 　53点

渋川市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 玉野総合コンサルタント(株) H145751
座標変換 ３級  　 　7点 助言 H1457530 C 0084 H1558588
座標変換 ４級  　 　805点

吉井町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　13点 プロファ設計(株) H1457583
基準点 ３級  　 　58点 助言 H1457588 C 0085 H1553580
基準点 ４級  　 　813点

群馬県

高崎工事事務所

緑資源公団利根沼田建設事業所

群馬県　　邑楽町

高崎工事事務所

群馬県　　吉岡町

高崎工事事務所

群馬県

高崎工事事務所

群馬県　　東村

高崎工事事務所

群馬県　　赤堀町

金井渕土地改良区

群馬県　　渋川市

群馬県



　　関東地方

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

群馬県 渋川市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　3点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H145851

基準点 ３級  　 　19点 助言 H1457588 C 0087 H1458531
基準点 ４級  　 　88点

藪塚本町 一部   都市計画 写測修正 8500 8150 (株)パスコ H1455585
既成図数値化 8500 8150 助言 H1457530 C 0098 H14510531
座標変換 8500 8150

吉岡町 全域   都市計画 撮　影 18500 5451 セントラル航空測量(株) H1457518
数値図修正 8500 1950 助言 H1457530 C 0093 H1551510
座標変換 8500 1950

月夜野町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1458580

基準点 ３級  　 　85点 助言 H145855 C 0105 H1553580
基準点 ４級  　 　104点

昭和村 一部   
土地改良（昭和第１
区）

基準点 ２級  　 　8点 藤和航測(株) H145851

基準点 ３級  　 　39点 助言 H145855 C 0108 H1553580
基準点 ４級  　 　839点

昭和村 一部   
土地改良（昭和第２
地区）

基準点 ２級  　 　3点 プロファ設計(株) H145851

基準点 ３級  　 　81点 助言 H145855 C 0109 H1553580
基準点 ４級  　 　57点

沼田市 全域   カラー撮影 5000 13553 国際航業(株) H1457515
助言 H145859 C 0115 H1558515

藤岡市 一部   都市計画 撮　影 18500 3853 セントラル航空測量(株) H1457519
写測修正 8500 8750 助言 H1458519 C 0117 H14518580
座標変換 8500 8750

赤城村 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）地測設計 H145855
基準点 ３級  　 　5点 助言 H1458519 C 0183 H155155
基準点 ４級 051

月夜野町 全域   カラー撮影 5000 7058 国際航業(株) H1455510
助言 H1458580 C 0187 H14518515

月夜野町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H145951

基準点 ３級  　 　13点 助言 H1458583 C 0138 H1459530
基準点 ４級  　 　81点

高崎市 一部 藤岡市 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　88点 （株）協和テクノ H1455589
玉村町 一部 新町 一部 水　準 ３級  　7050Km 助言 H145958 C 0138 H14518580
鬼石町 一部   
神川町 一部 上里町 一部
板倉町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 両毛測量(株) H1457583

基準点 ４級  　 　50点 助言 H145958 C 0140 H1553514
榛東村 全域   都市計画 数値図修正 8500 1555 セントラル航空測量(株) H1457588

座標変換 8500 1555 助言 H145953 C 0143 H1551531

渋川市　五輪平土地改良区

群馬県　　薮塚本町

群馬県　　吉岡町

緑資源公団利根沼田建設事業所

群馬県

群馬県

群馬県　　沼田市

群馬県　　藤岡市

群馬県渋川土木事務所

群馬県　　月夜野町

群馬県

高崎工事事務所

群馬県　　板倉町

群馬県　　榛東村

固定資産評価資料

固定資産評価資料



　　関東地方

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

群馬県 沼田市 一部 昭和村 全域 砂防計画 数値図化 5000 113050 (株)パスコ H1453514
利根村 全域 白沢村 全域 助言 H145953 C 0145 (株)日建技術コンサルタント H14518587
川場村 全域 片品村 全域 三和航測(株)
水上町 一部   (株)プライムプラン

(株)八州
(株)オオバ
復建調査設計(株)

沼田市 一部   都市計画 数値図修正 8000 8553 セントラル航空測量(株) H145859
座標変換 8500 8553 助言 H145959 C 0159 H1553514

黒保根村 一部   森林計画 基準点 ３級  　 　5点 (株)冨永調査事務所 H1459580
助言 H1459517 C 0178 H14510519

尾島町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1458589

基準点 ３級  　 　15点 助言 H1459517 C 0174 H1459530
基準点 ４級  　 　51点

上野村 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　3点
(株)サンテックインターナショナ
ル

H1455515

助言 H1451058 C 0187 H14518580
利根村 一部   森林計画 基準点 ３級  　 　8点 (株)興林コンサルタンツ H1459530

助言 H1451057 C 0191 H14510531
新田町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　30点 (株)パスコ H1451057

助言 H1451057 C 0198 H14518580
上野村 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)城南 H1459585

基準点 ３級  　 　14点 助言 H14510510 C 0808 H1551519

月夜野町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H14510515

基準点 ３級  　 　5点 助言 H14510588 C 0813 H14511515
基準点 ４級  　 　38点

六合村 一部   カラー撮影 8000 18850 国際航業(株) H1451059
助言 H14510588 C 0819 H14518580

前橋市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　97点 関東測量(株) H14510588
助言 H14510588 C 0883 H155853

前橋市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　1点 関東測量(株) H14510588
座標変換 ３級  　 　7点 助言 H14510588 C 0884 H155853
座標変換 ４級  　 　85点

高崎市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　8点 (株)高崎測量 H145953
基準点 ３級  　 　7点 助言 H1451155 C 0831 H14518511
基準点 ４級  　 　151点

南牧村 一部   河川計画 数値図化 5000 3850 朝日航洋(株) H14510517
座標変換 5000 3850 助言 H14511580 C 0858 H1553510

吾妻町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1451858

基準点 ３級  　 　5点 助言 H14511588 C 0871 H14518588
基準点 ４級  　 　89点
座標変換 ２級  　 　8点

利根川水系砂防工事事務所

群馬県　　沼田市

関東森林管理局

前小屋土地改良区

利根川水系砂防工事事務所

関東森林管理局

群馬県　　新田町

利根川水系砂防工事事務所

群馬県

群馬県　　六合村

群馬県　　前橋市

群馬県　　前橋市

群馬県

高崎市下中居土地区画整理組合

利根川ダム統合管理事務所

固定資産評価資料



　　関東地方

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

群馬県 倉渕村 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　8点 永和開発サーベイ(株) H145853
基準点 ３級  　 　8点 助言 H1451855 C 0894 H14518531

月夜野町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H14518515

基準点 ３級  　 　5点 助言 H1451855 C 0898 H14518587
基準点 ４級  　 　38点

館林市 全域 伊勢崎市 全域 地盤変動調査 水　準 １級  　55050Km 三陽測量(株) H14511588
新町 全域 境町 全域 助言 H14518517 C 0305 H1553580
玉村町 全域 尾島町 全域
新田町 全域 板倉町 全域
明和町 全域 千代田町 全域
大泉町 全域 邑楽町 全域
前橋市 一部 高崎市 一部
太田市 一部 藤岡市 一部
吉井町 一部 東村 一部
藪塚本町 一部   
高崎市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　8点 協和補償コンサルタント(株) H14511513

基準点 ３級  　 　80点 助言 H14518585 C 0309 H1553514
基準点 ４級  　 　385点

藤岡市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 関東測量(株) H14518514
基準点 ４級  　 　89点 助言 H14518585 C 0384 H1553580
座標変換 ２級  　 　8点

前橋市 一部   道路用地 基準点 ２級  　 　7点 (株)測設 H1551514
助言 H155157 C 0350 H1553518

館林市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　35点 (株)パスコ H1551517
助言 H1551517 C 0358 H1553580

伊勢崎市 一部 前橋市 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　88点 (株)日測 H14518517
尾島町 一部 境町 一部 基準点 ３級  　 　130点 助言 H1551517 C 0355 H1553580
東村 一部 新田町 一部
吉岡町 全域   カラー撮影 8000 8055 国際航業(株) H14518580

助言 H1551587 C 0373 H1553517
境町 一部   下水道計画 座標変換 ２級  　 　84点 (株)地測設計 H1551510

座標変換 ３級  　 　85点 助言 H1551584 C 0374 H1553531
座標変換 ４級  　 　384点
基準点 ２級  　 　1点
基準点 ３級  　 　10点
基準点 ４級 058

群馬町 全域   その他 カラー撮影 8000 8159 国際航業(株) H14518580
助言 H1551587 C 0378 H1555530

前橋市 全域   都市計画 カラー撮影 18500 80557 技研測量設計(株) H1451855
座標変換 8500 14753 助言 H155855 C 0389 H1553510

新治村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H1551583

基準点 ３級  　 　10点 助言 H155855 C 0399 H1558587
基準点 ４級  　 　75点

利根川水系砂防工事事務所

群馬県

群馬県

群馬県　　高崎市

藤岡市中土地区画整理組合

群馬県　　前橋市

群馬県　　館林市

高崎工事事務所

群馬県　　吉岡町

群馬県　　境町

群馬町

群馬県　　前橋市

群馬県　　新治村

固定資産評価資料



　　関東地方

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

群馬県 桐生市 一部 太田市 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　11点 玉野総合コンサルタント(株) H14518517
基準点 ３級  　 　55点 助言 H155855 C 0400 H1553580

桐生市 一部   砂防計画 数値図化 8500 9453 国際航業(株) H1551530
助言 H1553510 C 0443 H1557589

万場町 一部 上野村 一部 砂防計画 基準点 １級  　 　10点 (株)コスモエンジニアリング H1451855
中里村 一部   助言 H1553517 C 0454 H1553588
沼田市 一部 白沢村 一部 河川計画 数値図化 8500 8853 国際航業(株) H1451155
月夜野町 一部 水上町 一部 助言 H1553519 C 0458 H1553531
新治村 一部   

利根村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　8点
群馬県土地改良事業団体連
合会

H155451

基準点 ３級  　 　7点 助言 H1553588 C 0474 H1554511
基準点 ４級  　 　13点

埼玉県 幸手市 全域   都市計画 水　準 簡級  　4850Km 太平洋航業（株） H1453585
空　三 10000  　 　43Ｍ 助言 H1454511 C 0001 H1459530
数値図化 8500 3450
座標変換 １級  　 　38点
座標変換 ２級  　 　55点

寄居町 全域   座標変換 1000 1458 国際航業（株） H1851851

座標変換 1000 1458 助言 H1454518 C 0004 H1353531

寄居町 全域   
世界測地系への座
標変換（試行作業）

座標変換 １級  　 　50点 国際航業（株） H1851851

座標変換 ２級  　 　170点 助言 H1454518 C 0005 H1353531
座標変換 ３級  　 　700点

栗橋町 全域   
世界測地系への座
標変換（試行作業）

座標変換 １級  　 　15点 東武計画（株） H18518580

座標変換 ２級  　 　9点 助言 H1454519 C 0007 H1353531
座標変換 ３級  　 　88点
座標変換 ４級  　 　98点

狭山市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　70点 朝日航洋（株） H145458
座標変換 ２級  　 　57点 助言 H145557 C 0017 平和フイールド（株） H1455531

川越市 全域 川口市 全域 砂防計画 水　準 簡級  　33550Km 三和航測（株） H145358

飯能市 全域 岩槻市 全域 助言 H1455584 C 0085 H1455588

春日部市 一部 狭山市 全域
さいたま市 全域 鳩ケ谷市 全域
和光市 全域 八潮市 全域
富士見市 全域 鶴ケ島市 全域
日高市 全域 毛呂山町 全域
東村山市 一部 東久留米市 一部
足立区 一部 北区 一部
野田市 一部 流山市 一部
桶川市 一部 北本市 一部 地すべり対策 水　準 簡級  　18050Km 本田航空（株） H145551
東松山市 一部 本庄市 一部 助言 H1455580 C 0085 H1455530
小川町 一部 花園町 一部
滑川町 一部 寄居町 一部
桶川市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　38点 昭和（株） H1455517

助言 H1455580 C 0087 H14518515

高崎工事事務所

群馬県桐生土木事務所

利根川水系砂防工事事務所

利根川ダム統合管理事務所

群馬県　　利根村

埼玉県　　幸手市

埼玉県　寄居町

埼玉県　寄居町

埼玉県　栗橋町

埼玉県　　狭山市

埼玉県飯能土木事務所

埼玉県東松山土木事務所

埼玉県　　桶川市

世界測地系への座
標変換（試行作業）



　　関東地方

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

埼玉県 庄和町 一部 春日部市 一部
地籍調査のための
座標変換

座標変換 １級  　 　5点 (株)青秋 H145751

助言 H1455518 C 0051 H1457531

小鹿野町 一部   
世界測地系への座
標変換

座標変換 ２級  　 　10点 桂測量設計（株） H1455588

助言 H1455518 C 0053 H1457530

春日部市 一部   
土地区画整理（座
標変換含む）

座標変換 ３級  　 　3点 （株）パスコ H1455510

座標変換 ４級  　 　85点 助言 H1455518 C 0055 H1458531
三芳町 全域   都市計画 撮　影 18500 1553 東武計画(株) H1455515

数値図化 8500 1553 助言 H1455585 C 0051 H14518580
深谷市 全域   総合計画 座標変換 ２級  　 　58点 昭和(株) H1455585

助言 H145751 C 0059 H14510511
所沢市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 （株）八州 H1455581

基準点 ３級  　 　10点 助言 H145758 C 0078 H1459580
基準点 ４級  　 　150点

日高市 一部   土地区画整理 平　板 500 553 昭和(株) H145751
基準点 ３級  　 　5点 助言 H1457588 C 0085 H1458531
基準点 ４級  　 　40点

吉川市 一部   土地区画整理 平　板 500 153 昭和(株) H1457515
基準点 ３級  　 　3点 助言 H1457588 C 0089 H1459510
基準点 ４級  　 　11点

玉川村 全域   
地籍調査（座標変
換）

座標変換 １級  　 　10点 (株)日研コンサル H145851

座標変換 図根三角点  　 　8点 助言 H1457585 C 0097 H1459530
座標変換 図根多角点  　 　1585点
座標変換 細部図根点  　 　97点

鴻巣市 全域   
都市計画（座標変
換）

座標変換 １級  　 　48点 国際航業（株） H1457517

座標変換 ２級  　 　184点 助言 H1457585 C 0098 H1458515
座標変換 ３級  　 　45点

東松山市 全域   総合計画 基準点 １級  　 　79点 高瀬測量設計(株) H1455518
助言 H1457530 C 0108 H1555530

所沢市 全域   
世界測地系への座
標変換

座標変換 １級  　 　110点 朝日航洋(株) H1457583

座標変換 ２級  　 　807点 助言 H145855 C 0104 H1459530
飯能市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　33点 （株）パスコ H1457531

助言 H145857 C 0110 H14518587
越谷市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　34点 (株)パスコ H145758

座標変換 ２級  　 　95点 助言 H145857 C 0111 H1553587
座標変換 ３級  　 　841点

草加市 一部   都市計画 座標変換 １級  　 　38点 太平洋航業（株） H1457515
座標変換 ３級  　 　798点 助言 H1458519 C 0188 H1553531

入間市 全域   道路計画 座標変換 １級  　 　101点 大成測量（株） H145859
座標変換 ２級  　 　58点 助言 H1458519 C 0185 H14511589

鴻巣市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　84点 国際航業(株) H1457517
地上数値法 500 150 助言 H145958 C 0135 H1553580
座標変換 500 158

埼玉県　　庄和町

埼玉県　　小鹿野町

春日部市藤塚新田土地区画整理組合

埼玉県　　深谷市

埼玉県　　所沢市

日高市明婦土地区画整理組合

吉川市　保土地区画整理組合

埼玉県　　玉川村

埼玉県　　鴻巣市

埼玉県　　東松山市

埼玉県　　所沢市

埼玉県　　飯能市

埼玉県　　越谷市

埼玉県　　入間市

埼玉県　　草加市

埼玉県　　鴻巣市

埼玉県　　三芳町



　　関東地方

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

埼玉県 所沢市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 昭和(株) H1458585
基準点 ３級  　 　14点 助言 H145958 C 0139 H1459530
基準点 ４級  　 　144点

熊谷市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 昭和(株) H1458580
基準点 ３級  　 　7点 助言 H145954 C 0148 H1553531
基準点 ４級  　 　131点

八潮市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　17点 昭和(株) H1459510
基準点 ２級  　 　11点 助言 H145954 C 0155 H14518513

小川町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　17点 西武測量設計(株) H145958
座標変換 ２級  　 　31点 助言 H1459511 C 0151 H14510531
座標変換 地籍図根点  　 　45点

江南町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　17点 関東測量(株) H145951
座標変換 ２級  　 　13点 助言 H1459511 C 0158 H14518587

北川辺町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　85点 (株)青柳調査測量設計事務所 H145954
助言 H1459511 C 0153 H14510515

取手市 一部 岩井市 一部 河川管理 水　準 ２級  　38850Km 三陽測量(株) H1457585
古河市 一部 境町 一部 助言 H1459511 C 0155 H1553585
我孫子市 一部 柏市 一部
野田市 一部 関宿町 一部
小山市 一部 藤岡町 一部
栗橋町 一部 大利根町 一部
羽生市 一部 妻沼町 一部
深谷市 一部 本庄市 一部
板倉町 一部 大泉町 一部
尾島町 一部 伊勢崎市 一部
北本市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 1958 国際航業(株) H1458580

数値図化 8500 1958 助言 H1459511 C 0159 H1553580
鴻巣市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 3559 日本コンピュータグラフィック H1458587

数値図化 8500 3559 助言 H1459585 C 0179 H1553514
栗橋町 全域   都市計画 座標変換 ３級  　 　33点 東武計画(株) H1459584

座標変換 ４級  　 　111点 助言 H1459587 C 0181 H14510510
栗橋町 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　38点 東武計画(株) H1455584

基準点 ４級  　 　144点 助言 H1459587 C 0188 H1553514
川越市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　50点 東武計画(株) H1451051

座標変換 ２級  　 　5点 助言 H1451058 C 0184 H1551531
座標変換 ３級  　 　5点

鷲宮町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　13点 (株)大洋画地 H1451051
基準点 ４級  　 　889点 助言 H1451057 C 0189 H14518580

入間市 全域   道路台帳 座標変換 500 4355 (株)東日本朝日航洋 H1451057
助言 H1451059 C 0199 H155357

杉戸町 全域   
都市計画（座標変
換）

基準点 １級  　 　10点 (株)オオバ H1451051

座標変換 １級  　 　11点 助言 H14510510 C 0801 H1553580
座標変換 ２級  　 　10点

杉戸町 全域   都市計画 座標変換 8500 3050 (株)オオバ H1451051
助言 H14510510 C 0804 H1553580

所沢市第二椿峰土地区画整理組合

埼玉県　　熊谷市

埼玉県　　八潮市

埼玉県　　小川町

埼玉県　　江南町

埼玉県　　北川辺町

利根川上流工事事務所

埼玉県　　北本市

埼玉県　　鴻巣市

埼玉県　　栗橋町

埼玉県　　栗橋町

川越市藤木土地区画整理組合

鷲宮町西大輪特定土地区画整理組合

埼玉県　　入間市

埼玉県　　杉戸町

埼玉県　　杉戸町



　　関東地方

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

埼玉県 蓮田市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　80点 武蔵野コンサルタント(株) H1451051
座標変換 ４級  　 　150点 助言 H14510588 C 0811 H1553585
地上数値法 500 053

上尾市 全域   道路台帳 座標変換 ２級  　 　55点 国際航業(株) H14510580
基準点 ２級  　 　38点 助言 H14510588 C 0881 H1558588

上福岡市 全域   道路台帳 座標変換 ２級  　 　13点 国際航業(株) H14510581
基準点 ２級  　 　7点 助言 H14510588 C 0885 H1558588

所沢市 一部   都市計画 平　板 500 8855 (株)八州 H1451051
助言 H14510588 C 0830 H1553580

蓮田市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　5点 昭和(株) H14510584
座標変換 ４級  　 　49点 助言 H1451155 C 0833 H1553585
地上数値法 500 051

大滝村 一部   
貯水池周辺地形図
作成

写測図化 1000 1150 アジア航測(株) H1451851

カラー撮影 8000 1150 助言 H1451155 C 0834 H1558588
和光市 全域   道路・水路台帳 座標変換 １級  　 　81点 昭和(株) H1459587

助言 H1451158 C 0848 H1553589
岡部町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　30点 昭和(株) H1451155

助言 H14511518 C 0847 H1553515
菖蒲町 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　85点 太平洋航業(株) H14510585

座標変換 ２級  　 　80点 助言 H14511518 C 0848 H1553515
入間市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　9点 (有)入間測量設計 H14511511

水　準 ３級  　1455Km 助言 H14511518 C 0849 H1553514
鶴ケ島市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　8点 日南技術(株) H14511510

助言 H14511518 C 0850 H1551515
上里町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　11点 (株)南建設 H145857

座標変換 ２級  　 　3点 助言 H14511518 C 0851 H14518510
岩槻市 全域   道路計画 座標変換 １級  　 　38点 国際航業(株) H1451151

座標変換 ２級  　 　89点 助言 H14511518 C 0855 H1553580
基準点 １級（改測）  　 　8点

春日部市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　44点 （株）アタル開発 H145554
座標変換 ２級  　 　73点 助言 H14511585 C 0853 H1558588

越谷市 一部   
道路計画（境界線
測量）

基準点 ４級 055 (株)パスコ H145855

助言 H14511585 C 0854 H1553587
幸手市 一部   総合計画 基準点 ４級  　 　94点 (株)パスコ H1451051

助言 H14511585 C 0855 H1558588
行田市 一部 鴻巣市 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　1754Km (株)八州 H14511581
吹上町 一部   水　準 ３級  　1455Km 助言 H14511588 C 0870 H1558588
吉川市 一部 越谷市 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　840Ｍ (株)パスコ H14511515
三郷市 一部 草加市 一部 助言 H14511589 C 0879 H155857
さいたま市 一部 川口市 一部
戸田市 一部 川越市 一部
坂戸市 一部 日高市 一部
飯能市 一部 越生町 一部
横瀬町 一部 名栗村 一部
鳩ケ谷市 全域   都市計画 基準点 １級  　 　9点 (有)旭測量設計 H1451051

基準点 ２級  　 　85点 助言 H1451854 C 0881 H1553580

埼玉県　　蓮田市

埼玉県　　上尾市

埼玉県　　上福岡市

埼玉県　　所沢市

埼玉県　　蓮田市

水資源開発公団荒川ダム総合事業所

埼玉県　　和光市

埼玉県　　岡部町

埼玉県　　菖蒲町

埼玉県　　入間市

埼玉県　　鶴ケ島市

埼玉県本庄農林振興センター

埼玉県　　岩槻市

埼玉県　　春日部市

埼玉県　　越谷市

埼玉県　　幸手市

水資源開発公団武蔵水路改築調査所

埼玉県飯能土木事務所

埼玉県　　鳩ケ谷市



　　関東地方

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

埼玉県 幸手市 一部   都市計画 基準点 ４級  　 　49点 (株)サクラプランニング H1451851
水　準 ３級  　857Km 助言 H1451855 C 0885 H1558588
平　板 500 051

騎西町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 埼玉測量設計(株) H1451851
助言 H1451855 C 0889 H1553515

吉見町 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　85点 新日本測量設計(株) H14518510
助言 H1451855 C 0898 H1553514

本庄市 一部 深谷市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　94050Km 朝日航洋(株) H1451853
美里町 一部 妻沼町 一部 助言 H1451855 C 0897 太平洋航業(株) H1558514
南河原村 一部 羽生市 一部
加須市 一部 北川辺町 一部
寄居町 一部 小川町 一部
東松山市 一部 熊谷市 一部
鴻巣市 一部 吉見町 一部
行田市 一部 栗橋町 一部
久喜市 一部 北本市 一部
幸手市 一部 さいたま市 一部
鳩ケ谷市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 558 太平洋航業(株) H1451058

数値図化 8500 558 助言 H14518511 C 0300 H1553580
さいたま市 全域   カラー撮影 15853 国際航業(株) H155151

写真図 8500 15853 助言 H14518585 C 0319 H1551580
熊谷市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　55点 (有)渡測 H1551510

助言 H14518585 C 0388 H1558588

江南町 一部   
道路用地（境界査
定）

基準点 ２級  　 　11点 関東測量(株) H145155

助言 H155155 C 0347 H155357

さいたま市 一部   
不動産登記法17条
地図作製

基準点 ２級  　 　5点
社団法人　埼玉公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

H145451

基準点 ３級  　 　13点 助言 H1551515 C 0354 H1553531
基準点 ４級  　 　883点

横瀬町 全域   その他 カラー撮影 4954 (株)パスコ H1455517
写真図 1000 4954 助言 H1551517 C 0357 H1553580

秩父市 全域   カラー撮影 9153 (株)パスコ H14511519
写真図 1000 9153 助言 H1551517 C 0358 H1553580

上尾市 一部 桶川市 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　580Ｍ 本田航空(株) H1451053
鴻巣市 一部 東松山市 一部 助言 H1551580 C 0370 H1553531
嵐山町 一部 熊谷市 一部
小川町 一部 東秩父村 一部
都幾川村 一部 寄居町 一部
深谷市 一部 児玉町 一部
本庄市 一部   
深谷市 全域   カラー撮影 4000 5954 朝日航洋(株) H14511580

助言 H1551587 C 0371 H1553588
滑川町 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　3点 高瀬測量設計(株) H1551515

基準点 ３級  　 　5点 助言 H1551584 C 0375 H1553588
蓮田市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　5点 昭和(株) H1551580

座標変換 ３級  　 　18点 助言 H1551584 C 0375 H1553514
基準点 ４級  　 　154点

埼玉県　　幸手市

埼玉県　　騎西町

埼玉県　　吉見町

埼玉県

埼玉県　　鳩ケ谷市

埼玉県　　さいたま市

埼玉県　　熊谷市

埼玉県　　江南町

さいたま地方法務局

埼玉県　　横瀬町

5

埼玉県東松山土木事務所

埼玉県　　深谷市

羽尾北部土地改良区

埼玉県　　蓮田市

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料



　　関東地方

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

埼玉県 さいたま市 一部   公園台帳整備 基準点 ３級  　 　8点 (株)大洋画地 H1551515
基準点 ４級  　 　188点 助言 H1551584 C 0377 H1553585

東秩父村 一部 寄居町 一部 砂防計画 数値図化 8500 30154 朝日航洋(株) H14510531
川本町 一部 江南町 一部 助言 H1551587 C 0379 (株)オオバ H1553588
滑川町 一部 嵐山町 一部 パシフィックコンサルタンツ(株)
鳩山町 一部 東松山市 一部 (株)パスコ
玉川村 一部 小川町 一部 国際航業(株)
都幾川村 一部 大里町 一部 (株)アイ・エヌ・エー
吉見町 一部 川島町 一部
越生町 一部   
行田市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　44点 昭和(株) H1551587

助言 H1551588 C 0385 H1553514
寄居町 全域   カラー撮影 5000 5458 国際航業(株) H14518515

助言 H155855 C 0387 H1553585
行田市 一部 鴻巣市 一部 水路改築計画 空　三 4000 158 太平洋航業（株） H155851

数値図化 500 158 助言 H155855 C 0388 H1553588
座標変換 500 059
座標変換 1000 550
座標変換 10000 9550

朝霞市 全域   道路計画 座標変換 １級  　 　15点 昭和(株) H155159
助言 H155855 C 0403 H1553580

川越市 一部 入間市 一部 河川管理 縦横断  　10855Km (株)セントラル測量 H14518585
日高市 一部 飯能市 一部 水　準 ３級  　3155Km 助言 H1558518 C 0409 日南技術(株) H1553531
狭山市 一部 坂戸市 一部 国際航業(株)

菖蒲町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 (株)協和コンサルタンツ H14511588
基準点 ４級  　 　17点 助言 H1558518 C 0410 H1553580

さいたま市 一部 志木市 一部 砂防計画 数値図化 8500 458 (株)パスコ H1558518
川口市 一部   助言 H1558517 C 0413 H1553585
さいたま市 一部   土地区画整理 座標変換 500 055 (財)福岡土地区画整理協会 H1454583

助言 H1558585 C 0415 H155457
飯能市 一部 日高市 一部 砂防計画 数値図化 8500 9454 アジア航測(株) H14518510
毛呂山町 一部   助言 H1558585 C 0419 (株)パスコ H1553580

中日本航空(株)
国際航業(株)
(株)建設技術研究所

さいたま市 一部 岩槻市 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　170Ｍ (株)パスコ H1558515
春日部市 一部 富士見市 一部 助言 H1558587 C 0484 H1553585
蓮田市 一部 庄和町 一部

入間市 一部 所沢市 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　58Ｍ (株)ムサシノ H1551588
東松山市 一部 玉川村 一部 助言 H155354 C 0488 H1553588
川越市 一部 坂戸市 一部 道路計画 カラー撮影 355 国際航業(株) H1551530
桶川市 一部   数値図化 1000 355 助言 H155354 C 0434 H1553580
上尾市 一部 鴻巣市 一部 道路計画 カラー撮影 4000 151 国際航業(株) H1558514

カラー撮影 8000 854 助言 H155354 C 0435 H1553580
数値図化 500 151
数値図化 1000 854

埼玉県大宮公園事務所

埼玉県東松山土木事務所

埼玉県　　行田市

埼玉県　　寄居町

水資源開発公団武蔵水路改築調査所

荒川上流工事事務所

埼玉県　　菖蒲町

埼玉県浦和土木事務所

埼玉県　　朝霞市

都市整備公団埼玉地域支社

埼玉県飯能土木事務所

埼玉県浦和土木事務所

埼玉県飯能土木事務所

大宮国道工事事務所

大宮国道工事事務所

固定資産評価資料



　　関東地方

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

埼玉県 吉田町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　8点 秩父測量設計(株) H1558588
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H1553510 C 0438 H1553585
基準点 ３級  　 　8点
基準点 ４級  　 　15点

秩父市 一部 皆野町 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　883Ｍ 太平洋航業(株) H155355
荒川村 一部 大滝村 一部 数値図化 8500 18853 助言 H1553510 C 0444 サンコーコンサルタント(株) H1555530

国際航業(株)
日本工営(株)
中日本航空(株)
東亜建設技術(株)
(株)パスコ

鶴ケ島市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　5点 玉野総合コンサルタント(株) H1551587
座標変換 ３級  　 　15点 助言 H1553511 C 0449 (株)八州 H1553588
座標変換 ４級  　 　889点

狭山市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　1点 朝日航洋(株) H155158
基準点 ３級  　 　37点 助言 H1553511 C 0451 H1553531

熊谷市 一部 深谷市 一部 河川管理 カラー撮影 15000 8454 アジア航測(株) H1558519
寄居町 一部 美里町 一部 助言 H1553519 C 0451 H1553585
長瀞町 一部 秩父市 一部
荒川村 一部 大滝村 一部
さいたま市 一部 桶川市 一部 砂防計画 数値図化 8500 153 (株)パスコ H155353
鴻巣市 一部   数値図修正 8500 158 助言 H1553585 C 0471 H1555530

千葉県 成田市 一部 印旛村 一部 鉄道計画 カラー撮影 4000 1550 中日本航空(株) H1455513
カラー撮影 18500 4950 助言 H1455580 C 0083 H1459530
数値図化 500 355
数値図化 8500 558

成田市 一部   都市計画 写測修正 8500 8458 京葉測量(株) H1455585
助言 H145758 C 0054 H1553580

大網白里町 一部   総合計画 座標変換 １級  　 　3点 (株)つくも H145951
座標変換 ２級  　 　33点 助言 H1458583 C 0134 H1553581
座標変換 ３級  　 　17点
基準点 １級  　 　59点
基準点 ２級  　 　105点
基準点 ３級  　 　4点

大原町 一部   ほ場整備 基準点 １級（改測）  　 　7点
千葉県土地改良事業団体連
合会

H145951

基準点 ３級（改測）  　 　17点 助言 H145958 C 0148 H1553514
基準点 ３級  　 　83点

成田市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　8点 測建技術(株) H145859
基準点 ４級  　 　33点 助言 H145954 C 0147 H1558588
水　準 簡級  　155Km

富津市 一部   地すべり対策 基準点 ３級  　 　4点 前田測量(株) H1455589
助言 H145954 C 0158 H14511530

鴨川市 一部   都市計画 カラー撮影 4050 (株)パスコ H145557
数値図化 8500 450 助言 H145953 C 0153 H155158
既成図数値化 8000 1550

袖ケ浦市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　84点 (株)パスコ H1451051
座標変換 ４級  　 　45点 助言 H1459584 C 0177 H14518580
座標変換 500 051

埼玉県秩父土木事務所

埼玉県大宮土木事務所

日本鉄道建設公団

鶴ヶ島市新田土地区画整理組合

埼玉県　　狭山市

荒川上流工事事務所

埼玉県　　吉田町

千葉県　　成田市

千葉県　　大網白里町

千葉県大原土地改良事務所

千葉国道工事事務所

千葉県木更津土地改良事務所

千葉県　　鴨川市

千葉県　　袖ケ浦市



　　関東地方

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

千葉県 千葉市 全域   道路計画 基準点 １級  　 　88点 アジア航測(株) H14510585
座標変換 １級  　 　15点 助言 H1451057 C 0194 H14518585
座標変換 １級（２次）  　 　888点

銚子市 一部 東庄町 一部 河川管理 座標変換 ２級  　 　800点 アジア航測(株) H1459518
小見川町 一部 我孫子市 一部 助言 H14510517 C 0810 H1551513
下総町 一部 佐原市 一部
神崎町 一部 成田市 一部
栄町 一部 印西市 一部
取手市 一部 龍ケ崎市 一部
利根町 一部 河内町 一部
東町 一部 潮来市 一部
神栖町 一部 波崎町 一部

酒々井町 一部   道路管理 基準点 ２級  　 　8点 ふさ測量(株) H1451157
助言 H1451158 C 0845 H14518580

千葉市 一部   
土地区画整理（座
標変換）

座標変換 ３級  　 　8点 (株)ちばとち H14511511

助言 H14511518 C 0858 H14511589
富山町 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　4点 （株）サンレックス H1451158

基準点 ３級  　 　38点 助言 H14511518 C 0853 H1558510
基準点 ４級  　 　149点

袖ケ浦市 一部   |総合計画 カラー撮影 10000 9459 朝日航洋(株) H1459518
写真図 1000 9459 助言 H14511580 C 0850 H1553531

船橋市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　70点 京葉測量(株) H14510585
助言 H14511585 C 0858 H1553580

千葉市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　81855Km (株)八州 H14511519
助言 H1451854 C 0880 H1553585

東庄町 一部 干潟町 一部 ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 (株)美幸測量 H1451851
基準点 ３級  　 　18点 助言 H1451854 C 0883 H1553580

千葉市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　4点 (株)オオバ H14518510
座標変換 500 051 助言 H1451855 C 0888 H1558585

千葉市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　85点 (株)オオバ H14518510
座標変換 500 059 助言 H1451855 C 0891 H1558588

野田市 一部 柏市 一部 地盤変動調査 水　準 １級
 　188850Km

1187点
(株)八州 H14511580

我孫子市 一部 白井市 一部 助言 H1451855 C 0895 玉野総合コンサルタント(株) H1553580
松戸市 一部 流山市 一部 国際測地(株)
市川市 一部 船橋市 一部 (株)協立コンサルタンツ
佐倉市 一部 岬町 一部 サン・ジオテック(株)
旭市 一部 東金市 一部
茂原市 一部 九十九里町 一部
睦沢町 一部 勝浦市 一部
市原市 一部 野栄町 一部
成田市 一部 山武町 一部
野田市 一部   都市計画 数値図化 8500 1055 (株)パスコ H14511581

座標変換 8500 1055 助言 H14518513 C 0304 H1553585
八千代市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　8点 (株)創和測量 H14518510

基準点 ４級  　 　45点 助言 H14518585 C 0310 H1551530
座標変換 １級  　 　3点
座標変換 ３級  　 　4点

千葉県　　千葉市

利根川下流工事事務所

日本道路公団東京建設局千葉工事事務所

千葉県館山土地改良事務所

千葉市若葉区源町第二土地区画整理組
合

千葉県　　袖ケ浦市

千葉県　　船橋市

千葉県　　千葉市

千葉県八日市場土地改良事務所

千葉県　　千葉市

千葉県　　千葉市

千葉県

千葉県　　野田市

八千代市上高野第１土地区画整理組合



　　関東地方

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

千葉県 千葉市 全域 銚子市 全域 道路管理 座標変換 １級  　 　355点 (株)つくも H1451855
市川市 全域 船橋市 全域 助言 H14518585 C 0318 H1553585
館山市 全域 木更津市 全域
松戸市 全域 野田市 全域
佐原市 全域 茂原市 全域
成田市 全域 佐倉市 全域
東金市 全域 八日市場市 全域
旭市 全域 習志野市 全域
柏市 全域 勝浦市 全域
市原市 全域 流山市 全域
千葉市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　751Km (株)つくも H1551510

助言 H14518585 C 0385 H1558588
富里市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 （株）つくも H1551510

座標変換 ３級  　 　4点 助言 H14518585 C 0387 H1555530
座標変換 ４級  　 　34点
基準点 ４級  　 　17点

富浦町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　5点 (株)日測 H14511588
基準点 ３級  　 　13点 助言 H14518585 C 0330 H1553585
基準点 ４級  　 　90点

船橋市 一部   その他 カラー撮影 4000 358 東武計画(株) H1451857
数値図化 500 358 助言 H155155 C 0344 H1553531

大多喜町 一部   カラー撮影 18958 (株)パスコ H14518515
写真図 8500 18958 助言 H1551517 C 0355 H1553510

長柄町 全域   カラー撮影 4758 (株)パスコ H1451857
写真図 1000 4758 助言 H1551517 C 0350 H1553531

流山市 全域   道路台帳 座標変換 １級  　 　49点 国際航業(株) H14511589
助言 H1551517 C 0357 H1553531

館山市 一部   土地区画整理 座標変換 500 051 （株）つくも H1459519
助言 H1551587 C 0378 H1553580

袖ケ浦市 一部   ほ場整備 水　準 ３級  　855Km　8点 東武計画(株) H14518518
数値図化 1000 855 助言 H1551589 C 0383 H1553510

八千代市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　5点 新栄測量設計(株) H1551584
基準点 ３級  　 　87点 助言 H1551588 C 0385 H1551584
基準点 ４級  　 　883点

茂原市 一部 長柄町 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　83点 国際航業(株) H14518510
長南町 一部   基準点 ４級  　1151Km 助言 H155855 C 0398 (株)エース H155359

水　準 ３級  　1151Km 正和設計(株)
(株)橋梁コンサルタント

白浜町 一部 千倉町 一部 ほ場整備 基準点 ２級  　 　17点
千葉県土地改良事業団体連
合会

H1551583

丸山町 一部   基準点 ３級  　 　85点 助言 H155855 C 0394 H1553580
基準点 ４級  　 　98点

干潟町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　14点 (株)ミヤモ設計 H1558580
基準点 ２級  　 　9点 助言 H1558584 C 0415 H1553580

印旛村 全域   都市計画 座標変換 8500 4555 京葉測量(株) H1558580
座標変換 10000 4555 助言 H1558585 C 0417 H1553585

市原市 一部   道路計画 数値図修正 8500 1755 (株)オオバ H1551530
座標変換 8500 1755 助言 H1558587 C 0485 H1553585

千葉県

千葉県企業庁

富里市日吉倉五斗蒔土地区画整理組合

千葉国道工事事務所

千葉県　　船橋市

千葉県　　大多喜町

千葉県　　長柄町

千葉県　　流山市

千葉県　　館山市

千葉県　　袖ケ浦市

千葉国道工事事務所

日本道路公団東京建設局千葉工事事務所

千葉県館山土地改良事務所

千葉県八日市場土地改良事務所

千葉県　　印旛村

東京湾岸道路調査事務所

固定資産評価資料

固定資産評価資料



　　関東地方

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

千葉県 野田市 一部 柏市 一部 道路台帳 座標変換 １級  　 　4点 赤沢測量設計(株) H14518581
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H155353 C 0489 H1555530
基準点 ３級  　 　88点
基準点 ４級  　 　178点

沼南町 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　53点 協栄測量設計(株) H14518510
助言 H155355 C 0435 H1553531

佐原市 一部 成田市 一部 道路計画 カラー撮影 18500 11455 東武計画(株) H1558585
佐倉市 一部 東金市 一部 数値図化 8500 958 助言 H1553519 C 0455 H1553531
千葉市 一部 習志野市 一部
船橋市 一部 市原市 一部
袖ケ浦市 一部 君津市 一部
市川市 一部 浦安市 一部
神崎町 一部 木更津市 一部 道路計画 カラー撮影 15000 37150 中日本航空(株) H1551589

助言 H1553519 C 0459 H1553531
佐倉市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　11点 オオバ調査測量(株) H14518581

基準点 ３級  　 　88点 助言 H1553588 C 0473 H1557531
基準点 ４級  　 　150点

東京都 渋谷区 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　54点 （株）中庭測量コンサルタント H1454588
助言 H1454530 C 0013 H1455531

港区 全域   総合計画 座標変換 ２級  　 　55点 （株）パスコ H1455513
座標変換 ３級  　 　143点 助言 H145557 C 0018 H1455588

世田谷区 全域   
世界測地系への座
標変換

座標変換 500 5851 国際航業（株） H1455510

助言 H1455513 C 0080 H1455531
町田市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 オオバ調査測量（株） H1455587

基準点 ３級  　 　8点 助言 H1455530 C 0033 H1551531
基準点 ４級 058

国立市 一部 八王子市 一部 道路計画 カラー撮影 4000 1050 第一航業(株) H1453519
日野市 一部   カラー撮影 8000 4450 助言 H145555 C 0047 H1457531

数値図化 500 151
数値図化 1000 157

小金井市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 (株)八州 H145554

座標変換 ３級  　 　7点 助言 H145751 C 0058 H14510531
座標変換 ４級  　 　35点

瑞穂町 全域   総合計画 座標変換 ２級  　 　80点 (株)ヤチホ H1455584
座標変換 筆界点等 1558 助言 H145751 C 0070 H14510530

稲城市 一部   土地区画整理 座標変換 ４級  　 　44点 大和測量(株) H145758
助言 H1457588 C 0088 H1458530

大田区 一部   空港計画 基準点 ２級  　 　5点 国際航業(株) H145751
座標変換 ２級  　 　88点 助言 H1457585 C 0095 H1458531

日野市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 （株）八州 H1457584
基準点 ４級  　 　43点 助言 H1457585 C 0099 H1458530

世田谷区 一部   道路計画 撮　影 4000 059 (株)ジーアイエス東京 H145758
川崎市 一部   写測図化 500 053 助言 H1457530 C 0100 H14511588
大田区 一部   都市計画 基準点 １級  　 　15点 (株)協立コンサルタンツ H145951

座標変換 ２級  　 　59点 助言 H145857 C 0118 H1553585
基準点 ３級  　 　10点

千葉国道工事事務所

千葉国道工事事務所

千葉国道工事事務所

千葉県　　沼南町

千葉国道工事事務所

東京都　　渋谷区

東京都　　港区

東京都　　世田谷区

上小山田杉谷戸土地区画整理組合

相武国道工事事務所

都市基盤整備公団武蔵小金井駅南口再
開発事務所

東京都　　瑞穂町

稲城平尾南土地区画整理組合

東京空港工事事務所

日野市東光寺上第２土地区画整理組合

東京都第七建設事務所

東京都　　大田区



　　関東地方

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

東京都 日野市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　19点 （株）日測 H145553
座標変換 ２級  　 　59点 助言 H145857 C 0113 H1557531
座標変換 ３級  　 　185点

渋谷区 一部 文京区 一部 道路計画 カラー撮影 4000 053 アジア航測(株) H1457530
数値図化 500 053 助言 H1458588 C 0130 H1551531

国立市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　18点 (株)日測 H1458513
助言 H145954 C 0151 H1551580

立川市 一部 日野市 一部 都市計画 数値図化 500 055 第一航業(株) H145958
座標変換 500 055 助言 H145959 C 0150 H14518518

千代田区 一部 中央区 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　80050Km (株)中庭測量コンサルタント H1451051
港区 一部 新宿区 一部 助言 H1459511 C 0157 東武計画(株) H1553531
文京区 一部 台東区 一部
墨田区 一部 江東区 一部
品川区 一部 目黒区 一部
大田区 一部 世田谷区 一部
渋谷区 一部 中野区 一部
杉並区 一部 豊島区 一部
八王子市 一部 三鷹市 一部
町田市 一部 瑞穂町 一部
港区 全域   都市計画 座標変換 ３級  　 　898点 (株)パスコ H1451051

助言 H1451057 C 0195 H14511585

調布市 全域   
道路計画（座標変
換）

座標変換 ２級  　 　34点 朝日航洋(株) H1451051

助言 H1451057 C 0195 H1553587
世田谷区 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　53点 (株)大坪コンサルタント H14510515

助言 H14510517 C 0809 H14510531
青梅市 一部 あきる野市 一部 山林調査 撮　影 80000 59050 新日本航測(株) H1451054
奥多摩町 一部 檜原村 一部 助言 H14510588 C 0815 H1551531
上野原町 一部 小菅村 一部

江東区 一部 港区 一部
港湾計画（沈下測
定）

水　準 １級  　83050Km (株)八州 H1451157

中央区 一部 大田区 一部 助言 H14510588 C 0888 H1553588
足立区 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　1点 第一測量設計(株) H14511511

基準点 ３級  　 　8点 助言 H14510588 C 0889 H14518580
小笠原村 一部   境界確定測量 基準点 ３級  　 　9点 (株)ジーアイエス東京 H14510515

助言 H1451158 C 0843 H1558588
稲城市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 画地測量設計(株) H1454585

座標変換 ３級  　 　10点 助言 H1451158 C 0844 H1753531
基準点 ４級  　 　83点

千代田区 全域 港区 全域 都市計画 座標変換 １級  　 　1889点 (株)パスコ H14511511
中央区 全域 新宿区 全域 助言 H14511518 C 0855 H1553514
渋谷区 全域 豊島区 全域
品川区 全域 文京区 全域
台東区 全域 墨田区 全域
葛飾区 全域 板橋区 全域
北区 全域 江戸川区 全域
大田区 全域 練馬区 全域
杉並区 全域 江東区 全域
目黒区 全域 世田谷区 全域

東京都　　日野市

東京国道工事事務所

東京都　　国立市

東京都建設局北多摩北部建設事務所

東京都土木技術研究所

東京都　　港区

東京都　　調布市

大道北土地区画整理組合

東京国税局

東京都港湾局

東京都　　足立区

東京都

稲城大丸南土地区画整理組合

東京都土木技術研究所



　　関東地方

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

東京都 青梅市 一部 八王子市 一部 森林計画 カラー撮影 50451 (株)パスコ H1451051
あきる野市 一部 奥多摩町 一部 写真図 8500 50451 助言 H14511580 C 0859 H14518585
日の出町 一部 檜原村 一部

町田市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　158点 (株)八州 H1451858
座標変換 地籍図根三角  　 　819点 助言 H14511585 C 0855 H1553580
座標変換 地籍図根多角  　 　1083点

練馬区 一部   道路計画 カラー撮影 4000 458 第一航業(株) H14511515
数値図化 500 057 助言 H14511589 C 0875 H1553514
座標変換 500 057

墨田区 全域   
都市計画（基準点
改測）

基準点 図根多角点 1855 墨田区役所 H1451051

助言 H14511588 C 0877 H1553531

墨田区 一部   地籍調査 基準点 図根多角点 850 (株)興和設計工務事務所 H14510581
助言 H14511588 C 0878 H1553518

世田谷区 一部   土地区画整理 座標変換 ４級  　 　80点 (株)田中設計測量事務所 H1451851
基準点 ４級  　 　5点 助言 H1451854 C 0888 H1551531

東久留米市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　75点 (株)パスコ H14511519
座標変換 ３級  　 　141点 助言 H1451855 C 0890 H1553531

町田市 一部   公園計画 座標変換 ２級  　 　3点 三輝測量(有) H1451859
基準点 ４級  　 　18点 助言 H14518517 C 0305 H1558531

北区 一部 大島町 一部 砂防計画 カラー撮影 10000 11157 国際航業(株) H14511515
数値図化 8500 1550 助言 H14518585 C 0317 H1553510
座標変換 8500 350

中央区 全域   総合計画 基準点 １級  　 　8点 アジア航測(株) H14510511
座標変換 ２級  　 　35点 助言 H14518585 C 0381 H1553588

世田谷区 一部 狛江市 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　5点 (株)トーアテック H1451159
基準点 ４級  　 　13点 助言 H14518585 C 0389 H1553514

調布市 一部   カラー撮影 5000 8155 (株)パスコ H1451855
助言 H155155 C 0335 H1553531

町田市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 551 (株)パスコ H1451859
数値図化 500 054 助言 H155155 C 0337 H1553580

あきる野市 全域   カラー撮影 5000 7353 (株)パスコ H14510589
助言 H155155 C 0338 H1558588

武蔵野市 全域   カラー撮影 5000 1057 (株)パスコ H14511587
助言 H155155 C 0339 H1553531

府中市 全域   カラー撮影 5000 8953 (株)パスコ H1459585
助言 H155155 C 0340 H1551580

狛江市 全域   カラー撮影 5000 554 (株)パスコ H155151
助言 H155155 C 0341 H1551580

三鷹市 一部   カラー撮影 5000 1555 (株)パスコ H1458589
助言 H155155 C 0348 H1551580

東京都

東京都　　町田市

東京都第四建設事務所

墨田区

東京都　　墨田区

千歳台二丁目土地区画整理組合

東京都　　東久留米市

東京都　　町田市

東京都建設局

東京都　　中央区

京浜工事事務所

東京都　　調布市

東京都　　町田市

東京都　　あきる野市

東京都　　武蔵野市

東京都　　府中市

東京都　　狛江市

東京都　　三鷹市

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料



　　関東地方

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

東京都 小金井市 一部   カラー撮影 5000 1153 (株)パスコ H1459580
助言 H155155 C 0343 H1551580

調布市 全域   その他 カラー撮影 8155 (株)パスコ H14518515
写真図 1000 8155 助言 H1551517 C 0359 H1553531

板橋区 一部 練馬区 一部 道路用地 座標変換 １級  　 　3点 新栄測量設計(株) H14511585
基準点 ３級  　 　80点 助言 H1551517 C 0351 H1553518
基準点 ４級  　 　154点

町田市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　11点 （有）創造開発 H1551514
助言 H1551517 C 0354 H1553580

町田市 一部   道路計画 基準点 ４級  　 　15点 三輝測量(有) H1551514
助言 H1551517 C 0355 H1558514

足立区 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　5450Km 関東測量設計(株) H1551587
助言 H155855 C 0395 H1553515

あきる野市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 日本測地設計(株) H155355
基準点 ４級  　 　40点 助言 H1553510 C 0439 H1553531

渋谷区 全域   都市計画 基準点 ３級  　 　89点 オオバ調査測量(株) H155851
助言 H1553511 C 0448 H1555531

国立市 一部 立川市 一部 道路計画 カラー撮影 4000 1353 朝日航洋(株) H1558581
空　三 4000  　 　87Ｍ 助言 H1553519 C 0453 H1553588
写測修正 500 054

神津島村 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 1850 (株)パスコ H1558581
数値図化 8500 350 助言 H1553519 C 0455 H1553531
写真図 8500 1850

新島村 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 8750 昭和(株) H1558581
数値図化 8500 858 助言 H1553519 C 0453 H1553531

豊島区 一部   道路計画 カラー撮影 8000 858 (株)パスコ H1558581
数値図化 1000 053 助言 H1553585 C 0470 H1554585

神奈川県 八王子市 一部 町田市 一部 道路計画 空　三 4000  　 　135Ｍ 国際航業（株） H1453519
城山町 一部 津久井町 一部 数値図化 500 850 助言 H1455584 C 0089 H1455588
相模原市 一部 厚木市 一部
愛川町 一部   
横浜市 一部   道路計画 カラー撮影 4000 358 永和開発サーベイ（株） H145358

数値図化 500 057 助言 H145554 C 0035 H1455588
川崎市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　18点 （株）城南 H1454515

助言 H145555 C 0039 H1455530
綾瀬市 全域 海老名市 一部 下水道計画 水　準 １級  　3854Km 松岡測量設計（株） H145555
大和市 一部 藤沢市 一部 助言 H1455518 C 0054 H14510531
横浜市 一部 川崎市 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　88点 （株）澤山 H13518515

基準点 ２級  　 　88点 助言 H1455581 C 0058 H1455530
基準点 ３級  　 　47点

二宮町 一部   都市計画 カラー撮影 10000 951 国際航業(株) H1455517
数値図化 8500 951 助言 H1455585 C 0059 H1553580

大和市 一部 伊勢原市 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　10点 小橋測量設計(株) H1458514
座間市 一部 横浜市 一部 基準点 ２級  　 　35点 助言 H145751 C 0055 H1457531
海老名市 一部 綾瀬市 一部 基準点 ３級  　 　80点
町田市 一部   
秦野市 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　8点 (有)中央測地設計 H145758

基準点 ３級  　 　11点 助言 H1457518 C 0075 H15518531
基準点 ４級  　 　180点

東京都　　小金井市

東京都　　調布市

東京都　　町田市

東京都　　町田市

東京国道工事事務所

東京都　　足立区

あきる野市原小宮土地区画整理組合

東京都　　渋谷区

東京都北多摩北部建設事務所

東京都建設局

東京都建設局

東京都

相武国道工事事務所

横浜国道工事事務所

横浜国道工事事務所

横浜国道工事事務所

神奈川県　二宮町

神奈川県　綾瀬市

横浜国道工事事務所

秦野市西大竹尾尻特定土地区画整理組合

固定資産評価資料



　　関東地方

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

神奈川県 横浜市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　80点 (株)カナコン H1458588
基準点 ２級  　 　17点 助言 H145954 C 0154 H1553580
基準点 ３級  　 　55点
その他 低下改埋１級  　 　3点
その他 低下改埋２級  　 　4点
その他 低下改埋３級  　 　88点

茅ヶ崎市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 中野設計工務(株) H145959
基準点 ４級  　 　17点 助言 H1459517 C 0173 H1553514
水　準 ４級  　158Km

川崎市 一部   道路計画 平　板 500 854 (株)アクト H1451058
助言 H1459585 C 0180 H1553580

三浦市 一部   
公有水面埋立竣工
測量

基準点 ３級  　 　5点 (有)三浦建築測量 H1451051

基準点 ４級  　 　8点 助言 H1451058 C 0185 H1553531
川崎市 一部   宅地開発 基準点 ３級  　 　7点 (株)ヤチホ H1459584

助言 H1451058 C 0185 H14511530
横浜市 一部   都市計画 撮　影 10000 15050 (株)パスコ H1459519

数値図修正 8500 15050 助言 H1451058 C 0188 国際航業(株) H1553580
座標変換 8500 15050

川崎市 全域   都市計画 基準点 １級  　 　84点 (株)三和 H1451051
座標変換 １級  　 　77点 助言 H1451057 C 0190 H1558588

平塚市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　18850Km (株)中央測量 H14510581
助言 H1451059 C 0197 H1553514

川崎市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　50点 (株)オオバ H1451054
助言 H1451059 C 0198 H1553531

藤沢市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　5450Km (有)石井測量 H14510515
助言 H1451059 C 0800 H1553531

厚木市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　3854Km 三枝測量設計(株) H1451151
助言 H14510588 C 0814 H1553531

横浜市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　44450Km (株)ジーアイエスイースト H1459585
助言 H14510588 C 0880 H1553584

茅ヶ崎市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　5450Km （株）ジーアイエスイースト H14511511
助言 H1451155 C 0838 H1553580

横浜市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　9点 (財)福岡土地区画整理協会 H14511515
助言 H14511588 C 0874 H1553531

寒川町 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　8850Km (株)不二 H1451851
助言 H14511588 C 0875 H1553585

川崎市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　80350Km (株)日豊 H14518580
助言 H14518585 C 0314 H1553531

逗子市 全域   都市計画 カラー撮影 5000 1753 (株)ジーアイエスイースト H1451853
助言 H14518585 C 0318 H1553588

小田原市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 昭和(株) H14518515
基準点 ３級  　 　5点 助言 H14518585 C 0380 H1553588
基準点 ４級  　 　33点

箱根町 全域   砂防計画 カラー撮影 8000 18551 (株)パスコ H14511511
数値図化 1000 853 助言 H14518585 C 0331 H1551531

横浜国道工事事務所

神奈川県　茅ケ崎市

神奈川県　川崎市

三浦市土地開発公社

都市基盤整備公団 土地有効利用事業本部

神奈川県　横浜市

神奈川県　川崎市

神奈川県　平塚市

細山金井久保土地区画整理組合

神奈川県　藤沢市

神奈川県　厚木市

神奈川県　横浜市

神奈川県　茅ケ崎市

神奈川県　横浜市

神奈川県　寒川町

神奈川県　川崎市

神奈川県　逗子市

小田原市東千代特定土地区画整理組合

神奈川県小田原土木事務所



　　関東地方

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

神奈川県 座間市 全域   カラー撮影 5000 1755 国際航業(株) H14518588
助言 H155155 C 0338 H1551531

鎌倉市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　757Km (株)ジーアイエスイースト H14518580
助言 H14518587 C 0334 H1553531

三浦市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　85点 (株)パスコ H14518584
座標変換 ２級  　 　38点 助言 H155155 C 0345 H1558588
座標変換 ３級  　 　388点

川崎市 全域   カラー撮影 10800 14454 (株)ジーアイエスイースト H14518584
助言 H1551517 C 0349 H1558588

三浦市 全域   カラー撮影 3153 (株)パスコ H14511588
写真図 8500 3153 助言 H1551517 C 0351 H1553585

横浜市 全域   カラー撮影 43355 (株)パスコ H14518580
写真図 1000 43355 助言 H1551580 C 0358 H1553531

海老名市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　5750Km (有)藤井測量設計 H14511585
助言 H155855 C 0395 H1553531

横浜市 一部 川崎市 一部 砂防計画 基準点 １級  　 　11点 安武測量設計(株) H14518511
横須賀市 一部 三浦市 一部 助言 H1558518 C 0408 H1553515
逗子市 一部 鎌倉市 一部
藤沢市 一部 綾瀬市 一部
座間市 一部 相模原市 一部
厚木市 一部 伊勢原市 一部
茅ケ崎市 一部 小田原市 一部
秦野市 一部 南足柄市 一部
愛川町 一部 津久井町 一部
二宮町 一部 箱根町 一部

厚木市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)城南 H14518585
基準点 ３級  　 　5点 助言 H1558518 C 0411 H1553585

横浜市 一部   道路台帳 基準点 低下改埋  　 　89点 (株)カナコン H155857
助言 H1558584 C 0414 H1553580

伊勢原市 全域   都市計画 座標変換 １級  　 　33点 神奈川調査設計(株) H1551580
座標変換 ２級  　 　39点 助言 H155353 C 0431 H1553531

横浜市 一部   砂防計画 カラー撮影 8000 5750 アジア航測(株) H14518585
数値図化 1000 554 助言 H1553510 C 0445 (株)パスコ H1553531

中日本航空(株)

山梨県 八代町 一部   都市計画 写測修正 8500 1959 朝日航洋（株） H145455
既成図数値化 8500 1959 助言 H1454519 C 0008 H1455530

身延町 一部   地籍調査 基準点 １級  　 　4点 （株）リナン H145551
助言 H145558 C 0015 H1553531

檜原村 一部   砂防計画 空　三 10000  　 　393Ｍ 中日本航空（株） H145357
藤野町 一部   数値図化 8500 15953 助言 H1455530 C 0031 H1457531
上野原町 一部 秋山村 一部
大月市 一部 道志村 一部
都留市 一部 西桂町 一部
富士吉田市 一部   

神奈川県　座間市

神奈川県　鎌倉市

神奈川県　三浦市

神奈川県　川崎市

神奈川県　三浦市

神奈川県　横浜市

神奈川県　海老名市

神奈川県横浜治水事務所

横浜国道工事事務所

横浜国道工事事務所

神奈川県　伊勢原市

神奈川県

山梨県　八代町

山梨県　　身延町

山梨県

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料

固定資産評価資料



　　関東地方

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

山梨県 六郷町 一部 鰍沢町 一部 河川管理 数値図化 8500 18555 第一航業(株) H1455515
市川大門町 一部 増穂町 一部 助言 H145758 C 0071 朝日航洋(株) H1459530
田富町 一部 甲西町 一部 (株)パスコ
若草町 一部 竜王町 一部 中日本航空(株)
白根町 一部 八田村 一部
双葉町 一部 韮崎市 一部
身延町 一部 南部町 一部
富沢町 一部 下部町 一部
富士川町 一部 富士宮市 一部
芝川町 一部 富士市 一部
白根町 一部   道路計画 カラー撮影 8000 555 三和航測(株) H1457589

数値図化 1000 158 助言 H145855 C 0107 H14518515

大月市 一部   
土地区画整理（座
標変換含む）

基準点 ３級  　 　8点 ランドブレイン(株) H145958

基準点 ４級  　 　33点 助言 H145954 C 0149 H1553531
水　準 ３級  　 　8点
水　準 ４級  　 　33点

甲府市 一部 石和町 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　8550Km 昭和測量(株) H14510584
竜王町 一部 玉穂町 一部 助言 H1459518 C 0175 H1553581
昭和町 一部 田富町 一部

甲西町 一部   河川計画 数値図化 500 058 セントラル航空測量(株) H1451053
座標変換 500 058 助言 H14510588 C 0815 H1551531

下部町 一部   河川計画 撮　影 5000 155 三和航測(株) H1451155
数値図化 500 058 助言 H1451158 C 0837 H1558580

大月市 一部   河川計画 空　三 5000  　 　18Ｍ 三和航測(株) H1451155
数値図化 1000 055 助言 H1451158 C 0838 H1553515

敷島町 一部   都市計画 数値図化 500 058 アジア航測(株) H14511514
座標変換 500 055 助言 H1451855 C 0885 H1553585

甲府市 一部 石和町 一部 河川計画 カラー撮影 5000 1757 (株)パスコ H1451858
八代町 一部 境川村 一部 空　三 5000  　 　34Ｍ 助言 H14518511 C 0303 H1553580
中道町 一部   

上野原町 一部   下水道計画 座標変換 500 855 アジア航測(株) H14518585
助言 H1551587 C 0381 H1558510

勝沼町 一部   河川管理 カラー撮影 4000 153 三和航測(株) H14518513
数値図化 500 153 助言 H1551589 C 0388 H1553515

富士吉田市 一部 河口湖町 一部 砂防計画 空　三 18500  　 　94Ｍ アジア航測(株) H1451853
忍野村 一部 山中湖村 一部 数値図化 8500 15850 助言 H1558587 C 0485 H1553515
西桂町 一部 足和田村 一部
勝山村 一部 鳴沢村 一部
上九一色村 一部 下部町 一部

甲府市 一部   河川管理 基準点 １級  　 　1点 昭和測量(株) H1551587
基準点 ２級  　 　8点 助言 H1553510 C 0440 H1553585

長野県 富士見町 全域   地籍調査 座標変換 500 5558 （株）協同測量社 H1453585
助言 H1454518 C 0005 H1454515

信濃町 全域   カラー撮影 10000 9458 （株）共栄測量設計社 H1454588
助言 H145558 C 0015 H1455531

甲府工事事務所

山梨県峡中地域振興局

山梨県　　大月市

山梨県

山梨県峡中地域振興局

山梨県峡南地域振興局

山梨県富士北麓・東部地域振興局

山梨県

山梨県

山梨県　　上野原町

山梨県峡東地域振興局

山梨県

山梨県　　甲府市

長野県　富士見町

長野県　　信濃町固定資産評価資料



　　関東地方

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

長野県 松本市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 7770 （株）こうそく H1474723
数値図化 2700 2072 助言 H1477713 C 0021 H14712727
既成図数値化 2700 772

飯田市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　17点 （株）八州 H1472710
基準点 ３級  　 　31点 助言 H1477730 C 0034 H1773720

上松町 一部 大桑村 一部 砂防計画 数値図化 2700 7470 （株）パスコ H147377
南木曽町 一部   助言 H1477729 E 0041 H1479720
長野市 一部   カラー撮影 7000 20072 (株)協同測量社 H1477717

助言 H1472711 C 0070 H1773727
小谷村 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 （株）国土開発センター H1472710

基準点 ３級  　 　2点 助言 H1477712 D 0020 H1479730
木曽福島町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　11点 （株）アスカエンジニア H1473729

助言 H1477712 C 0074 H1477731
木曽福島町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　17点 中部測量（株） H1473722

助言 H1477712 C 0077 H1477731
御代田町 一部   下水道台帳 水　準 ３級 1379Km　17点 （株）協同測量社 H1477717

写測図化 700 072 助言 H1477712 C 0080 H1772728
成果改算 ３級  　 　24点

中川村 一部   道路台帳 撮　影 7000 170 (株)協同測量社 H1472727
数値図化 700 170 助言 H1477711 C 0081 H14712710

伊那市 一部 辰野町 一部 砂防計画 座標変換 標定点  　 　74点 アジア航測(株) H1477724
箕輪町 一部 南箕輪村 一部 空　三 10000  　 　991Ｍ 助言 H1477712 C 0082 H1477721
伊那市 一部 辰野町 一部 砂防計画 数値図化 2700 18770 アジア航測(株) H1477717
箕輪町 一部 南箕輪村 一部 助言 H1477712 C 0083 H14710731

御代田町 一部   
世界測地系への座
標変換

座標変換 ２級  　 　2点 (株)タイヨーエンジニヤ H1477722

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H1477722 C 0091 H1479727
水　準 １級  　 　4点

松本市 一部   都市計画 座標変換 2700 8470 (株)こうそく H1474723
助言 H1477730 C 0094 H14712727

長野市 一部   都市計画 数値図修正 2700 7870 東武計画(株) H1472718
座標変換 2700 7870 助言 H147879 C 0101 H1773731
座標変換 2700 8174

白馬村 一部   砂防計画 数値図化 2700 3777 (株)協同測量社 H1473719
座標変換 2700 3777 助言 H1477731 C 0103 H177271

波田町 一部   都市計画 数値図化 2700 2477 (株)協同測量社 H147778
編　集 10000 2477 助言 H1478719 C 0114 H1771731
座標変換 2700 077

白馬村 一部   砂防計画 数値図化 2700 3270 (株)ナカノアイシステム H1473727
座標変換 2700 3270 助言 H147879 C 0117 H1771720
カラー撮影 12700 1272

中津川市 一部 坂下町 一部 道路計画 空　三 12700  　 　94Ｍ (株)協同測量社 H1477712
南木曽町 一部 大桑村 一部 数値図化 2700 877 助言 H1478719 C 0118 H1471178
上松町 一部 木曽福島町 一部 座標変換 2700 3172
三岳村 一部 日義村 一部
楢川村 一部 木祖村 一部

固定資産評価資料

長野県木曽建設事務所

長野県　　波田町

松本砂防工事事務所

長野県　　松本市

長野県　　長野市

松本砂防工事事務所

長野県木曽建設事務所

長野県伊那建設事務所

長野県　　御代田町

長野県木曽地方事務所

長野県　　御代田町

長野県　　中川村

長野県　　飯田市

多治見工事事務所

高田工事事務所

長野県　　長野市

長野県　　松本市

長野県木曽地方事務所



　　関東地方

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

長野県 箕輪町 一部   都市計画 既成図数値化 8500 357 (株)こうそく H1455585
座標変換 8500 357 助言 H1458519 C 0119 H1553514

更埴市 一部 上山田町 一部 砂防計画 数値図化 8500 7858 朝日航洋(株) H1457517
戸倉町 一部 坂城町 一部 写真図 8500 7858 助言 H1458580 C 0189 H14511589

座標変換 8500 7858
松本市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　8点 （株）日研コンサル H1455511

基準点 ４級 051 助言 H1458583 C 0133 H1459530
茅野市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　9点 (株)日研コンサル H1455587

基準点 ３級  　 　81点 助言 H145958 C 0141 H1553580
基準点 ４級 054

信州新町 一部 大岡村 一部 砂防計画 数値図化 8500 9157 (株)こうそく H1458585
美麻村 一部   数値図修正 8500 1050 助言 H145953 C 0144 H1553518

写真図 8500 10157
座標変換 8500 1050

長野市 一部 豊野町 一部 砂防計画 数値図化 8500 10758 国際航業(株) H145951
三水村 一部   座標変換 8500 3458 助言 H145953 C 0145 H1553585
清内路村 全域   地籍調査 座標変換 図根三角点  　 　91点 (株)ジャステック H1458518

助言 H145954 C 0150 H1459530
梓川村 一部   都市計画 写測修正 8500 758 (株)こうそく H145958

既成図数値化 8500 758 助言 H145959 C 0155 H14518580
座標変換 8500 1158

白馬村 一部 小谷村 一部 砂防計画 数値図化 8500 3350 第一航業(株) H1453519
座標変換 8500 3350 助言 H145959 C 0157 H1551518
カラー撮影 18500 1553

須坂市 一部 小布施町 一部 砂防計画 写測図化 8500 5355 東武計画(株) H1457585
高山村 一部   助言 H145959 C 0158 H1558585

波田町 全域   
都市計画（座標変
換）

座標変換 ２級  　 　55点 (株)松本測量 H145955

助言 H1459511 C 0154 H14518585
飯田市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　335点 (株)八州 H1457510

助言 H1459511 C 0155 H1553580
糸魚川市 一部   砂防計画 数値図化 500 1850 国際航業(株) H1453519
小谷村 一部   座標変換 500 1850 助言 H1459511 C 0158 H1451054
富士見町 一部   都市計画 数値図化 8500 5055 (株)協同測量社 H1458588

座標変換 8500 5055 助言 H1459511 C 0171 H1553580
編　集 5000 5055
編　集 10000 5055

塩尻市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　8点 (株)中庭測量コンサルタント H1455584
座標変換 境界点 155 助言 H1459584 C 0175 H14511580

本城村 一部   ダム計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)中部日本測量社 H1458530
助言 H1459587 C 0183 H14511530

望月町 一部   下水道台帳 カラー撮影 8000 3058 朝日航洋(株) H1458588
数値図化 1000 850 助言 H14510510 C 0803 H1553514

佐久市 一部   都市計画 写測修正 8500 1451 朝日航洋(株) H1459585
座標変換 8500 1451 助言 H14510510 C 0805 H1553580

大町市 一部   都市計画 撮　影 10000 5850 (株)こうそく H14510510
写測修正 8500 1058 助言 H14510517 C 0808 H1553580
座標変換 8500 1058

長野県　　箕輪町

松本市下惣土地区画整理組合

長野県更埴建設事務所

長野県諏訪地方事務所

長野県土尻川砂防事務所

長野県長野建設事務所

長野県　　清内路村

長野県　　梓川村

松本砂防工事事務所

長野県須坂建設事務所

長野県　　波田町

長野県　　飯田市

長野県　　富士見町

松本砂防工事事務所

塩尻市広丘駅北土地区画整理組合

長野県松本建設事務所

長野県    佐久市

長野県　　大町市

長野県　　望月町



　　関東地方

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

長野県 安曇村 一部   道路計画 空　三 1000 857 (株)協同測量社 H1451053
写測図化 1000 857 助言 H14510588 C 0817 H14518580
座標変換 1000 857

佐久市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (株)モテキ H14510581
基準点 ４級  　 　80点 助言 H14510588 C 0888 H14518580

長谷村 一部   土地改良 基準点 １級  　 　5点 (株)峰コンサル H1451051
基準点 ３級 3758 助言 H14510588 C 0885 H1553580
基準点 ４級 3758

大町市 一部   砂防計画 空　三 18500  　 　50Ｍ (株)オリス H145451
写測図化 8500 3950 助言 H1451155 C 0835 H1551514

松本市 一部 塩尻市 一部 都市計画 写測修正 8500 1850 (株)協同測量社 H14510585
既成図数値化 8500 1850 助言 H1451158 C 0839 H1558581
座標変換 8500 1850

塩尻市 一部 波田町 一部 砂防計画 数値図化 8500 3358 (株)協同測量社 H1458518
山形村 一部 朝日村 一部 写真図 8500 3358 助言 H14511580 C 0857 H1551531
楢川村 一部   

諏訪市 一部 岡谷市 一部 砂防計画 数値図化 8500 15950 (株)パスコ H1451151
茅野市 一部 富士見町 一部 助言 H14511585 C 0851 H14518585
下諏訪町 一部 原村 一部

安曇村 一部   砂防計画 数値図化 8500 3350 (株)日測 H1455515
座標変換 8500 3350 助言 H14511588 C 0878 H1553517

安曇村 一部   砂防計画 数値図化 8500 8450 北陸航測(株) H1455515
座標変換 8500 8450 助言 H14511588 C 0873 H1551580

丸子町 全域   総合計画 カラー撮影 5000 10454 (株)こうそく H14511580
カラー撮影 18500 80759 助言 H1451855 C 0884 H14518580

日義村 一部   道路計画 数値図化 8500 555 (株)協同測量社 H14511580
助言 H14518511 C 0308 H1558518

豊丘村 全域   道路台帳 座標変換 1000 7559 国際航業(株) H14518584
助言 H14518519 C 0308 H1553531

佐久市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 (株)アイコンサルタント H14518518
基準点 ３級  　 　8点 助言 H14518585 C 0385 H1553510
基準点 ４級  　 　33点

駒ケ根市 一部 飯島町 一部 砂防計画 空　三 18500  　 　185Ｍ (株)パスコ H14518518
宮田村 一部   数値図化 8500 5455 助言 H1551517 C 0348 H1553585
長野市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (株)協同測量社 H155853

基準点 ３級  　 　5点 助言 H1551515 C 0353 H1553531
基準点 ４級  　 　180点

上田市 一部 東部町 一部 砂防計画 数値図化 8500 80458 (株)八州 H14511581
真田町 一部 丸子町 一部 写真図 8500 57558 助言 H1551580 C 0359 H1553580
長門町 一部 武石村 一部

臼田町 一部 佐久町 一部 砂防計画 数値図化 8500 9750 朝日航洋(株) H1551530
八千穂村 一部 小海町 一部 写真図 8500 9750 助言 H1551587 C 0380 H1553580
北相木村 一部 南相木村 一部
南牧村 一部 川上村 一部

長野県松本建設事務所

長野県    佐久市

長野県上伊那地方事務所

松本砂防工事事務所

長野県　　塩尻市

長野県松本建設事務所

長野県諏訪建設事務所

松本砂防工事事務所

松本砂防工事事務所

長野県　　丸子町

長野県木曽建設事務所

長野県　　豊丘村

長野県    佐久市

天竜川上流工事事務所

長野市稲田南土地区画整理組合

長野県上田建設事務所

長野県臼田建設事務所



　　関東地方

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

長野県 南信濃村 一部   |地すべり対策 カラー撮影 8000 450 朝日航洋(株) H1551517
数値図化 1000 450 助言 H155855 C 0391 H1553514

佐久市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　5点 朝日航洋(株) H1551587
座標変換 ３級  　 　88点 助言 H155855 C 0397 H1553510
座標変換 ４級  　 　880点

御代田町 一部 小諸市 一部 砂防計画 数値図化 8500 13458 (株)パスコ H155855
軽井沢町 一部 佐久市 一部 助言 H1558517 C 0418 H15518580
浅科村 一部   

伊那市 全域   都市計画 座標変換 500 554 国際航業(株) H155351
座標変換 1000 4850 助言 H1558585 C 0418 H1553531
座標変換 8500 80150
座標変換 5000 85850

奈川村 一部   砂防計画 空　三 18500 4553 アジア航測(株) H1453518
数値図化 8500 4553 助言 H1558585 C 0480 H1553580

塩尻市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　9点 (株)パスコ H1558518
水　準 ４級  　858Km 助言 H1558585 C 0481 H1553580
空　三 4000  　 　80Ｍ
数値図化 500 058

豊丘村 全域   地籍調査 座標変換 筆界点 7559 (株)ジャステック H155353
助言 H1558585 C 0488 H1553531

飯田市 一部   砂防計画 数値図化 8500 83850 中日本航空(株) H1453580
写真図 8500 83850 助言 H155354 C 0487 H1553580

信濃町 一部   都市計画 写測図化 8500 7959 (株)こうそく H1558585
座標変換 8500 7959 助言 H155354 C 0433 H1553531

八千穂村 一部 小海町 一部 道路計画 カラー撮影 8000 350 新日本航業(株) H155355
数値図化 1000 350 助言 H1553510 C 0447 H1553585

日義村 一部   道路計画 基準点 １級  　 　8点 (株)長姫 H1553510
基準点 ３級  　 　9点 助言 H1553511 C 0450 H1555530
基準点 ４級  　 　18点
座標変換 １級  　 　1点

長野市 一部   都市計画 数値図化 8500 858 東武計画(株) H1558580
数値図修正 8500 851 助言 H1553519 C 0458 H1553531

四賀村 一部 本城村 一部 砂防計画 数値図化 8500 47953 (株)中庭測量コンサルタント H1451155
生坂村 一部 坂北村 一部 助言 H1553519 C 0457 H1555530
麻績村 一部 坂井村 一部
八坂村 一部   
安曇村 一部   道路計画 空　三 8000  　 　7Ｍ 北陸航測(株) H1558581

数値図化 1000 154 助言 H1553519 C 0450 H1555530
諏訪市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　5958Km (株)タイヨーエンジニヤ H1558580

助言 H1553585 C 0454 H1553588
三郷村 全域   都市計画 基準点 １級  　 　4点 (株)日研コンサル H155155

座標変換 ２級  　 　97点 助言 H1553585 C 0455 H1553588
小諸市 一部   道路台帳 座標変換 500 9857 国際航業(株) H1553517

座標変換 1000 9857 助言 H1553585 C 0459 H1553531
真田町 一部   計画 数値図化 8500 1553 北陸航測(株) H1558517

写測修正 8500 757 助言 H1553531 C 0475 H1555530
既成図数値化 8500 757

天竜川上流工事事務所

長野県    佐久市

長野県佐久建設事務所

長野県　　伊那市

長野県　　豊丘村

松本砂防工事事務所

飯田国道工事事務所

長野県犀川砂防事務所

長野県飯田建設事務所

長野県　　信濃町

長野県臼田建設事務所

長野県木曽建設事務所

長野県　　長野市

長野県上田建設事務所

長野県松本建設事務所

長野県　　小諸市

長野県諏訪建設事務所

長野県　　三郷村
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