
　　九州地方

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

福岡県 甘木市 全域 小郡市 一部 森林計画 撮　影 20000 444 (社)日本林業技術協会 H14.4.17
筑紫野市 一部 嘉穂町 一部 写真図 5000 41.4 助言 H14.4.17 I 0001 H14.12.20
杷木町 全域 朝倉町 全域
三輪町 一部 夜須町 全域
小石原村 全域 宝珠山村 全域
吉井町 一部 田主丸町 一部
浮羽町 一部 添田町 一部

八幡西区 一部   宅地開発 基準点 ３級  　 　4点 （株）宇都宮設計 H14.4.22
助言 H14.4.22 I 0004 H14.5.10

北九州市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　474点 村井測量設計（株） H14.5.8
座標変換 ２級  　 　227点 助言 H14.5.8 I 0008 H14.7.41
座標変換 ３級  　 　1014点

小倉北区 一部   都市計画 基準点 １級  　 　1点 村井測量設計（株） H14.5.8
水　準 ３級  　 　1点 助言 H14.5.14 I 0010 H14.5.41

小石原村 一部   総合計画 座標変換 ２級  　 　16点 久保測量設計（株） H14.6.1
基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.5.40 I 0014 H14.4.40

東区 一部 篠栗町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　24点 大成ジオテック（株） H14.5.40
粕屋町 一部   基準点 ３級  　 　55点 助言 H14.5.40 I 0015 H14.6.24
東区 一部 博多区 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　65点 第一復建（株） H14.4.28
宇美町 一部 志免町 一部 助言 H14.6.4 I 0016 H14.8.26
粕屋町 一部   

小倉北区 一部 小倉南区 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　7点 大成ジオテック（株） H14.4.24
基準点 ３級  　 　46点 助言 H14.6.4 I 0017 H14.6.20
写測修正 2500 12.7
既成図数値化 2500 12.7

吉井町 一部   
小規模住宅地区改
良

座標変換 ２級  　 　1点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.6.4

座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.6.4 I 0014 H14.6.28
東区 一部 博多区 一部 河川管理 写測修正 2500 50 東亜建設技術（株） H14.5.17
南区 一部 筑紫野市 一部 既成図数値化 2500 50 助言 H14.6.5 I 0020 H14.8.40
春日市 一部 大野城市 一部
太宰府市 一部   
八幡東区 一部 博多区 一部 河川管理 写測修正 2500 45.4 東亜建設技術（株） H14.5.41
中央区 一部 小倉南区 一部 既成図数値化 2500 45.4 助言 H14.6.5 I 0021 H14.8.22
春日市 一部 那珂川町 一部
宇美町 一部 篠栗町 一部
志免町 一部 須恵町 一部
久山町 一部 粕屋町 一部
宗像市 一部 玄海町 一部 河川管理 写測修正 2500 12.5 アジア航測（株） H14.4.20

既成図数値化 2500 12.5 助言 H14.6.5 I 0024 H14.7.41
宗像市 一部 玄海町 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　20点 （株）アジア建設コンサルタント H14.4.26

助言 H14.6.5 I 0024 H14.8.40
宗像市 一部 玄海町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　8点 サンコーコンサルタント（株） H14.4.26

基準点 ３級  　 　40点 助言 H14.6.5 I 0025 H14.6.28
水　準 ３級  　 　48点

宗像市 一部 玄海町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　7点 日本工営（株） H14.4.21
基準点 ３級  　 　46点 助言 H14.6.5 I 0026 H14.6.28
水　準 ３級  　 　15点

福岡県　宗像土木事務所

福岡県　宗像土木事務所

福岡県　宗像土木事務所

福岡県　宗像土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　　吉井町

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　　北九州市

福岡県　　北九州市

福岡県　　小石原村

測量地域 計画機関

福岡県

北九州市



　　九州地方

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

福岡県 小倉南区 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　17点
西鉄シー・イー・コンサルタント
（株）

H14.4.24

助言 H14.6.7 I 0027 H14.7.20
小倉南区 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　2点 （株）技術開発コンサルタント H14.4.24

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.6.11 I 0024 H14.6.40
新宮町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 44.2 （株）パスコ H14.6.11

数値図修正 2500 18.4 助言 H14.6.20 I 0068 H15.4.24
三輪町 全域   総合計画 カラー撮影 10000 46 （株）パスコ H14.6.11

助言 H14.6.20 I 0064 H14.6.40
須恵町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 48 東武計画（株） H14.5.2

水　準 簡級  　18Km 助言 H14.6.20 I 0070 H14.12.20
数値図化 2500 10.6
写測修正 2500 5.7
既成図数値化 2500 5.7

筑後市 一部 瀬高町 一部 河川計画 撮　影 8000 42.4 アジア航測（株） H14.6.20
大和町 一部 三橋町 一部 助言 H14.6.20 I 0071 H15.4.28
高田町 一部   
那珂川町 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　25点 豊福設計（株） H14.6.17

助言 H14.6.21 I 0084 H14.10.40
苅田町 全域   固定資産税調査 水　準 簡級  　42Km 国際航業（株） H14.5.10

カラー撮影 10000 46.2 助言 H14.6.24 I 0087 H15.4.24
空　三 10000  　 　58Ｍ
写真図 1000 46.2

行橋市 一部 苅田町 一部 河川管理 写測修正 2500 44.2 写測エンジニアリング（株） H14.4.20
勝山町 一部 豊津町 一部 既成図数値化 2500 44.2 助言 H14.6.25 I 0088 H14.7.17

小倉南区 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　11点
（株）スリーエヌ技術コンサルタ
ント

H14.4.24

助言 H14.6.27 I 0040 H14.7.40
東区 一部 博多区 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　25点 （株）荒谷建設コンサルタント H14.7.1
南区 一部   水　準 ３級  　15Km 助言 H14.7.1 I 0044 H14.8.24
粕屋町 全域   固定資産現況調 カラー撮影 4000 14.1 アジア航測（株） H14.5.24

査 助言 H14.7.4 I 0045 H15.4.20
南区 一部 那珂川町 一部 河川計画 基準点 ３級  　 　27点 （株）ジーアイエス九州 H14.7.5

水　準 ３級  　6Km 助言 H14.7.4 I 0046 H14.8.40
小倉北区 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　7点 （株）第一設計コンサルタント H14.4.24

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.7.4 I 0048 H14.7.40

豊前市 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.7.4 I 0044 H15.4.25
基準点 ４級 0.2

大平村 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.7.4 I 0100 H15.4.25
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級 0.1

大平村 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.7.4 I 0101 H15.4.25
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級 0.1

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　　粕屋町

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　行橋土木事務所

福岡県　　苅田町

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　　須恵町

筑後川工事事務所

福岡県　　新宮町

福岡県　　三輪町

福岡県　北九州土木事務所



　　九州地方

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

福岡県 勝山町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　5点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.7.4 I 0102 H15.4.25
基準点 ４級 0.4

勝山町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.7.4 I 0104 H15.4.25
基準点 ３級  　 　6点
基準点 ４級 0.2

行橋市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.7.4 I 0104 H15.4.25
基準点 ３級  　 　10点
基準点 ４級 0.4

行橋市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.7.4 I 0105 H15.6.25
基準点 ４級 0.1

行橋市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.4

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.7.4 I 0106 H15.4.25
基準点 ４級 0.4

香春町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.11

座標変換 ３級  　 　4点 助言 H14.7.11 I 0110 H15.4.25
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級  　 　22点

小郡市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.7.1

基準点 ４級  　 　44点 助言 H14.7.12 I 0112 H14.4.40
那珂川町 一部   河川計画 基準点 ３級  　 　27点 （株）新世コンソーシアム H14.7.16

水　準 ３級  　5.5Km 助言 H14.7.16 I 0114 H14.8.40
基準点 ２級  　 　1点

小倉南区 一部   道路台帳 座標変換 500 5.7 （株）パスコ H14.7.18
数値図化 500 1.7 助言 H14.7.22 I 0142 H15.4.41

志免町 全域   都市計画 既成図数値化 2500 8.7 九州地理情報（株） H14.6.5
座標変換 2500 8.7 助言 H14.7.22 I 0144 H15.2.25

福岡市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　154点 東亜建設技術（株） H14.7.24
座標変換 ２級  　 　400点 助言 H14.7.24 I 0147 H15.4.14
座標変換 ３級  　 　44点

東区 一部 博多区 一部 総合計画 基準点 ２級  　 　84点 東亜建設技術（株） H14.7.24
助言 H14.7.24 I 0148 H15.4.14

勝山町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.24

基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.7.24 I 0144 H15.4.25
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級 0.1

福岡県　　志免町

福岡県　　勝山町

福岡県　　福岡市

福岡県　　福岡市

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　小郡市三沢東土地区画整理組
合

福岡県　　北九州市

福岡県　　香春町

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　行橋農林事務所



　　九州地方

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

福岡県 勝山町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　1点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.7.24

基準点 ２級  　 　2点 助言 H14.7.24 I 0150 H15.4.25
基準点 ３級  　 　1点
基準点 ４級 0.1

遠賀町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 22.1 国際航業（株） H14.7.24
既成図数値化 2500 20.5 助言 H14.7.25 I 0175 H14.12.20
編　集 2500 1.7
数値図修正 2500 22.1
座標変換 2500 22.1

太宰府市 一部   土地区画整理 水　準 ３級  　7.2Km (財)福岡土地区画整理協会 H14.7.24
カラー撮影 8000 6 助言 H14.7.25 I 0176 H15.4.14
数値図化 1000 0.6

大野城市 一部 太宰府市 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　2点 （株）西部技術コンサルタント H14.4.26
基準点 ３級  　 　40点 助言 H14.8.2 I 0185 H14.8.40
水　準 ３級  　6.4Km　42点

門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 （株）北九測量設計 H14.8.5
助言 H14.8.2 I 0186 H14.4.40

福岡市 一部   都市計画 数値図修正 2500 120.4 東亜建設技術（株） H14.7.11
座標変換 2500 120.4 助言 H14.8.8 I 0187 H15.4.28

若松区 一部 小倉南区 一部 座標変換 座標変換 地積図根点  　 　146点 村井測量設計（株） H14.7.40
助言 H14.8.8 I 0188 H14.8.41

遠賀町 一部   下水道計画 水　準 簡級  　10.5Km 国際航業（株） H14.8.1
空　三 5000  　 　2Ｍ 助言 H14.8.8 I 0144 H14.11.14
数値図化 500 0.4
座標変換 500 2.6

東区 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　4点 （株）オービット H14.8.8
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H14.8.8 I 0145 H15.2.28
基準点 ２級  　 　2点
基準点 ３級  　 　2点
水　準 ３級  　 　4点
水　準 ３級  　5Km　6点

三潴町 全域   総合計画 基準点 ２級  　 　24点 大成ジオテック（株） H14.7.18
基準点 ３級  　 　67点 助言 H14.8.8 I 0146 H14.12.10

北九州市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 125.4 （株）パスコ H14.8.14
数値図修正 2500 68.4 助言 H14.8.14 I 0204 H15.4.14
座標変換 2500 568.4

豊前市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　4点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.8.22

平　板 500 0.1 助言 H14.8.16 I 0208 H14.4.40

西区 一部 早良区 一部
総合計画（都市基
準点設置）

基準点 ２級  　 　61点 アジア航測（株） H14.8.22

助言 H14.8.22 I 0211 H15.4.14
甘木市 全域   固定資産税調査 カラー撮影 5000 167.2 写測エンジニアリングﾞ（株） H14.7.17

助言 H14.8.22 I 0212 H15.4.20
東区 一部 博多区 一部 座標変換 １級  　 　44点 国際航業（株） H14.8.24
筑紫野市 一部 大野城市 一部 空　三 4000  　 　128Ｍ 助言 H14.8.24 I 0214 H14.12.16
太宰府市 一部 篠栗町 一部 水　準 ３級  　 　44点
粕屋町 一部   数値図化 500 1.5

既成図数値化 500 1.5

福岡県　　北九州市

福岡県　豊前市東八交差点北西土地区
画整理組合

福岡県　　福岡市

福岡県　　甘木市

福岡国道工事事務所

福岡県　　遠賀町

福岡県　　三潴町

福岡国道工事事務所

福岡県　　福岡市

福岡県　　北九州市

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　太宰府市

福岡県　　遠賀町

福岡県　　勝山町

道路基盤データ作
成



　　九州地方

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

福岡県 嘉穂町 一部   林道台帳 写測図化 1000 0.2 東亜建設技術（株） H14.6.21
助言 H14.8.26 I 0214 H14.4.18

博多区 一部 大野城市 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　40点 （株）西研設計 H14.8.14
水　準 ３級  　6.5Km　40点 助言 H14.8.28 I 0215 H14.4.10

添田町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

基準点 ４級 0.1 　 　4点 助言 H14.4.2 I 0222 H15.4.25
平　板 500 0.1

添田町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.4.2 I 0224 H15.4.25
基準点 ３級  　 　7点
基準点 ４級 0.1 　 　20点
平　板 500 0.1

添田町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.4.2 I 0224 H15.4.25
基準点 ３級  　 　7点
基準点 ４級 0.2 　 　26点
平　板 500 0.2

嘉穂町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.4.2 I 0225 H15.4.25
基準点 ４級 0.1 　 　14点
平　板 500 0.1

若宮町 一部   ほ場整備 座標変換 １級  　 　1点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

座標変換 ２級  　 　1点 助言 H14.4.2 I 0226 H15.4.25
基準点 ２級  　 　4点
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級 0.1 　 　7点
平　板 500 0.1

香春町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.4.2 I 0227 H15.4.25
基準点 ３級  　 　10点
基準点 ４級 0.4 　 　52点
平　板 500 0.4

若宮町 一部   ほ場整備 座標変換 １級  　 　1点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.2

座標変換 ２級  　 　4点 助言 H14.4.2 I 0228 H15.4.25
基準点 ２級  　 　5点
基準点 ３級  　 　12点
基準点 ４級 0.4 　 　57点
平　板 500 0.4

八女市 全域   座標変換 座標変換 ２級  　 　57点 聖光測量建設（株） H14.8.7
助言 H14.4.6 I 0246 H14.10.41

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　　嘉穂町

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　飯塚農林事務所福

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　　八女市



　　九州地方

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

福岡県 大川市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.17

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.4.17 I 0242 H15.4.25
基準点 ４級  　 　10点

宗像市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 （株）中庭測量コンサルタント H14.4.17
基準点 ４級  　 　47点 助言 H14.4.17 I 0245 H14.11.24
水　準 ３級  　1.4Km　4点
水　準 ４級  　2.1Km
平　板 500 0.1

直方市 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.14

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.4.17 I 0247 H15.4.25
基準点 ４級 0.1 　 　14点

芦屋町 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　48点 国際航業（株） H14.4.4
水　準 簡級  　20Km 助言 H14.4.17 I 0250 H15.2.28
カラー撮影 10000 24
数値図化 2500 11.4

行橋市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.27

基準点 ４級  　 　15点 助言 H14.4.27 I 0262 H15.4.25
平　板 500 0.2

前原市 一部   座標変換 基準点 ２級  　 　42点 （株）大高開発 H14.4.4
助言 H14.4.40 I 0264 H15.4.20

前原市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　12点 （株）大高開発 H14.4.4
助言 H14.4.40 I 0264 H15.4.20

久留米市 全域   道路台帳 水　準 簡級  　15.5Km 大成ジオテック（株） H14.4.5
カラー撮影 4000 8.1 助言 H14.4.40 I 0267 H15.4.14
写測図化 500 0.6
平板・修正 500 0.4

志摩町 一部   ほ場整備 座標変換 １級  　 　1点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.40

基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.4.40 I 0268 H15.4.24
基準点 ３級  　 　5点
基準点 ４級  　 　45点

早良区 一部   土地改良 座標変換 １級  　 　1点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.4.40

座標変換 ２級  　 　1点 助言 H14.4.40 I 0264 H15.4.24
基準点 ２級  　 　4点
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級 0.1

水巻町 一部   下水道計画 水　準 簡級  　7.1Km （株）ジーアイエス九州 H14.10.4
座標変換 １級  　 　4点 助言 H14.10.4 I 0276 H14.12.25
撮　影 4000 4.7
数値図化 500 1

宗像市 全域   都市計画 水　準 簡級  　85Km 国際航業（株） H14.4.24
カラー撮影 10000 76.8 助言 H14.10.4 I 0277 H15.4.20
数値図化 2500 76.8

門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　5点 （株）北九測量設計 H14.10.7
助言 H14.10.11 I 0282 H14.11.40

福岡県　　水巻町

福岡県　　宗像市

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　前原市

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　福岡農林事務所

福岡県　　久留米市

福岡県　福岡農林事務所

福岡県　　前原市

福岡県　　直方市

福岡県　　芦屋町

福岡県　　宗像市

福岡県　筑後川水系農地開発事務所



　　九州地方

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

福岡県 若宮町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　7点 H14.10.11
基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.10.11 I 0286 H15.4.25
基準点 ３級  　 　14点
基準点 ４級 0.7

粕屋町 一部   土地区画整理 座標変換 図根三角１次  　 　1点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.10.15
基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.10.15 I 0241 H15.4.25
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　28点
水　準 ３級  　4.7Km
水　準 ４級  　1.4Km

宮田町 一部   道路計画 座標変換 １級  　 　4点 （株）協和コンサルタンツ H14.8.2
基準点 ２級  　 　1点 助言 H14.10.18 I 0246 H14.12.27

八幡西区 一部   郵便地図調整 基準点 ３級  　 　1点 （株）九州測量設計 H14.10.20
助言 H14.10.18 I 0400 H14.11.10

小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 エス・デイ中工（株） H14.10.4
助言 H14.10.22 I 0401 H14.12.14

西区 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 都市企画センター（株） H14.4.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.24 I 0405 H14.11.40
基準点 ４級  　 　50点
平　板 500 0.1

嘉穂町 一部   林道台帳 カラー撮影 10000 8.4 東亜建設技術（株） H14.10.16
写測図化 1000 0.1 助言 H14.10.41 I 0414 H14.12.24

若松区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　5点 （株）機動測量 H14.10.40
助言 H14.11.1 I 0416 H14.11.24

小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　18点 （株）中村測建事務所 H14.11.14
助言 H14.11.14 I 0422 H15.1.41

小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 佐藤測量（株） H14.11.14
助言 H14.11.14 I 0424 H14.12.18

宮田町 一部   土地改良 座標変換 １級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.11.14

座標変換 ２級  　 　1点 助言 H14.11.14 I 0424 H15.4.25
基準点 ３級  　 　6点
基準点 ４級 0.2 　 　14点

久留米市 全域   固定資産調査 カラー撮影 5000 124.7 大成ジオテック（株） H14.10.26
助言 H14.11.14 I 0425 H14.12.24

大牟田市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.11.11

基準点 ４級  　 　75点 助言 H14.11.14 I 0426 H14.12.25
平　板 500 0.4

八幡西区 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　1点 日本調査設計（株） H14.10.4
基準点 ３級  　 　11点 助言 H14.11.14 I 0427 H15.1.41

戸畑区 一部 八幡東区 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　1点 （株）松尾測量 H14.11.14
基準点 ３級  　 　14点 助言 H14.11.14 I 0428 H15.1.41

門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 H14.11.18
助言 H14.11.18 I 0441 H15.2.28

八幡西区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　11点 （株）第一調査設計 H14.11.14
助言 H14.11.14 I 0444 H15.1.40

戸畑区 一部 小倉北区 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　10点 （株）島添測量 H14.11.18
助言 H14.11.14 I 0444 H15.1.41

福岡県土地改良事業団体連
合会

（株）シヨウエー設計測量事務
所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　嘉穂町

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　大牟田市健老町土地区画整理
組合

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　宮田町所田土地改良区

福岡県　　久留米市

福岡県　　北九州市建設局

福岡市千里土地区画整理事業準備組合

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　粕屋町

福岡県　　宮田町

福岡県　飯塚農林事務所



　　九州地方

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

福岡県 小倉南区 一部   
平尾台自然の郷用
地確定測量

基準点 ３級  　 　10点 （株）サンエー設計 H14.11.14

助言 H14.11.14 I 0445 H15.4.40
門司区 一部 小倉北区 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　6点 手嶋測量(有) H14.11.18

助言 H14.11.14 I 0446 H15.1.41
夜須町 全域   カラー撮影 10000 45.5 朝日航洋（株） H14.11.15

助言 H14.11.14 I 0447 H15.4.20

筑後市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点
福岡県土地改良事業団体連
合会

H14.11.27

基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.11.27 I 0442 H15.4.25
基準点 ４級  　 　25点

中間市 全域   都市計画 水　準 簡級  　42Km 国際航業（株） H14.11.18
カラー撮影 10000 16 助言 H14.11.24 I 0445 H15.4.41
数値図化 2500 16

苅田町 一部   都市計画 水　準 簡級  　48.5Km 東亜建設技術（株） H14.11.24
カラー撮影 10000 46.1 助言 H14.11.24 I 0447 H15.4.40
数値図化 2500 26.6
既成図数値化 2500 11
数値図化 1000 8.5

久留米市 一部   上水道台帳 カラー撮影 8000 50.6 大成ジオテック（株） H14.12.4
写測修正 1000 25 助言 H14.12.4 I 0450 H15.4.5

立花町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　11点 大成ジオテック（株） H14.11.8
基準点 ３級  　 　17点 助言 H14.12.4 I 0452 H15.4.24

北九州市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　51点 村井測量設計（株） H14.11.24
座標変換 地籍図根三角  　 　146点 助言 H14.12.14 I 0464 H15.4.41
基準点 １級  　 　4点

筑紫野市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　1点 （株）オービット H14.12.12
基準点 ３級  　 　1点 助言 H14.12.17 I 0464 H15.4.14
水　準 ３級  　1.4Km

高田町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 大成ジオテック（株） H14.12.20
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.12.20 I 0484 H15.4.10
基準点 ４級  　 　17点
平　板 500 0.1

飯塚市 一部 田川市 一部 道路台帳 水　準 簡級  　74Km アジア航測（株） H14.12.6
行橋市 一部 庄内町 一部 カラー撮影 4000 48 助言 H15.1.20 I 0404 H15.4.20
頴田町 一部 香春町 一部 空　三 4000  　 　164Ｍ
糸田町 一部 苅田町 一部
勝山町 一部   
早良区 一部 甘木市 一部 森林計画 写測修正 5000 204 写測エンジ H15.1.24
前原市 一部 那珂川町 全域 助言 H15.1.24 I 0404 (社)日本林業技術協会 H15.4.28
篠栗町 全域 朝倉町 一部
夜須町 全域 二丈町 全域
浮羽町 一部 黒木町 全域
上陽町 全域 矢部村 全域
星野村 全域   
小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 H15.1.27

助言 H15.1.24 I 0411 H15.4.41
（株）シヨウエー設計測量事務
所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県

福岡県　　高田町

北九州国道工事事務所　筑豊維持出張所

福岡県土木部道路維持課

福岡県　　北九州市

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　　苅田町

福岡県　　久留米市企業局水道ガス部

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　夜須町

福岡県　　中間市

福岡県　筑後川水系農地開発事務所

福岡県　　北九州市建設局

固定資産現況調査



　　九州地方

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

福岡県 北野町 一部   固定資産調査 カラー撮影 5000 42.7 （株）パスコ H15.1.24
助言 H15.1.24 I 0414 H15.2.28

門司区 一部   海岸保全 水　準 １級  　2Km （株）機動測量 H15.1.14
助言 H15.1.27 I 0414 H15.2.15

門司区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　7点 （株）九州測量設計 H15.1.20
助言 H15.1.27 I 0414 H15.4.41

宗像市 全域 玄海町 全域 都市計画 水　準 簡級  　126Km 国際航業（株） H14.12.2
岡垣町 一部   カラー撮影 10000 111.5 助言 H15.2.4 I 0424 H15.2.20

数値図化 2500 44.7
数値図修正 2500 76.8

前原市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 104.5 国際航業（株） H14.10.8
数値図修正 2500 104.5 助言 H15.2.4 I 0440 H15.4.25
座標変換 2500 104.5

古賀市 全域 津屋崎町 全域 道路計画 編　集 5000 114.4 アジア航測（株） H14.12.27
岡垣町 全域   既成図数値化 5000 114.4 助言 H15.2.5 I 0441 H15.4.28

数値図修正 5000 22.8
夜須町 全域   総合計画 座標変換 ２級  　 　44点 大倉測量設計（株） H15.2.10

助言 H15.2.5 I 0444 H15.4.40
小倉南区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 日輪測量設計（株） H15.2.4

助言 H15.2.5 I 0444 H15.4.41
大牟田市 一部 柳川市 一部 管轄漁場計画 基準点 ２級  　 　4点 国際航業（株） H14.12.4
川副町 一部 太良町 一部 水　準 ３級  　4.5Km 助言 H15.2.7 I 0447 H15.4.25
八幡西区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 (株)明専設計 H15.1.24

助言 H15.2.12 I 0448 H15.4.41
大牟田市 一部 柳川市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　240Km 大正測量設計（株） H15.1.15
筑後市 一部 大川市 一部 助言 H15.2.12 I 0444 H15.4.20
大木町 一部 瀬高町 一部
大和町 一部 三橋町 一部
高田町 一部   
諸富町 一部   
小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 （株）福島測量設計 H15.1.15

助言 H15.2.12 I 0444 H15.4.41
添田町 一部   道路計画 座標変換 空三  　 　64点 （株）ウエスコ H15.2.17

数値図化 1000 1.2 助言 H15.2.14 I 0447 H15.4.25
吉富町 一部 新吉富村 一部 河川計画 基準点 ２級  　 　18点 周防測量設計（株） H15.1.14
大平村 一部   助言 H15.2.14 I 0454 H15.4.14
直方市 一部 飯塚市 一部 河川管理 水　準 ２級  　46Km　21点 平和測量設計（株） H15.1.24
田川市 一部 山田市 一部 助言 H15.2.14 I 0456 H15.4.28
中間市 一部 芦屋町 一部
遠賀町 一部 小竹町 一部
鞍手町 一部 宮田町 一部
稲築町 一部 碓井町 一部
嘉穂町 一部 頴田町 一部
添田町 一部 金田町 一部
糸田町 一部 川崎町 一部
赤池町 一部 大任町 一部

福岡県　北九州市建設局

福岡県　田川土木事務所

福岡県　豊前土木事務所

遠賀川工事事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　夜須町

水産庁　九州漁業調整事務所

福岡県　北九州市建設局

福岡県

九州幹線道路調査事務所

福岡県　　宗像市

福岡県　　前原市

福岡県　　北野町

関門航路工事事務所

福岡県　　北九州市建設局



　　九州地方

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

福岡県 赤池町 一部   道路計画 既成図数値化 1000 1 内外エンジニアリング（株） H15.1.27
座標変換 1000 1 助言 H15.2.18 I 0458 H15.4.14

粕屋町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 (財)福岡土地区画整理協会 H15.2.14
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H15.2.18 I 0454 H15.4.28
基準点 ３級  　 　1点
基準点 ４級  　 　7点

甘木市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　4点 大倉測量設計（株） H15.1.40
助言 H15.2.24 I 0462 H15.4.20

飯塚市 一部 田川市 一部 道路管理 基準点 ２級  　 　24点 （株）オービット H15.2.27
行橋市 一部 庄内町 一部 水　準 ３級  　47.4Km 助言 H15.4.4 I 0470 H15.4.20
香春町 一部 糸田町 一部
勝山町 一部   
    座標変換 空　三 10000  　 　4647Ｍ 国際航業（株） H14.10.24

助言 H15.4.4 I 0471 H15.4.14
久留米市 一部   導水路管理 基準点 ４級  　 　44点 （株）オーテーシー H15.2.1

助言 H15.4.10 I 0474 H15.4.16
大牟田市 一部 久留米市 一部 森林計画 写測修正 5000 112 （株）日航コンサルタント H15.4.10
八女市 一部 小郡市 一部 助言 H15.4.10 I 0475 H15.4.28
宗像市 一部 古賀市 一部
福間町 一部 杷木町 一部
三輪町 一部 小石原村 一部
宝珠山村 一部 吉井町 一部
田主丸町 一部 立花町 一部
広川町 一部 瀬高町 一部
高田町 一部   
中間市 一部   河川管理 座標変換 １級  　 　2点 （株）テクノ H15.2.14

基準点 ３級  　 　11点 助言 H15.4.10 I 0476 H15.4.28
水　準 ３級  　2.1Km

大野城市 一部   下水道台帳 撮　影 5000 0.1 東亜建設技術（株） H15.4.10
写測修正 500 0.4 助言 H15.4.10 I 0478 H15.4.10

東区 一部   港湾管理台帳 水　準 簡級  　7.5Km 九州地理情報（株） H15.1.28
撮　影 8000 4 助言 H15.4.14 I 0474 H15.4.15
数値図化 1000 0.2

城南区 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　18点 (株)エス・ピーエンジニアリング H15.4.14
水　準 ３級  　4.7Km 助言 H15.4.14 I 0480 H15.4.20

久留米市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　2点 (財)福岡土地区画整理協会 H15.4.7
基準点 ４級  　 　6点 助言 H15.4.14 I 0484 H15.4.41

八幡東区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 （株）中村測建事務所 H15.4.14
助言 H15.4.14 I 0485 H15.4.40

小倉南区 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　4点 村井測量設計（株） H15.2.28
助言 H15.4.14 I 0486 H15.4.41

八幡西区 一部 中間市 一部 河川管理 座標変換 １級  　 　4点 第一復建（株） H15.2.14
水巻町 一部   基準点 ３級  　 　46点 助言 H15.4.14 I 0488 H15.4.28

福間町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点
西鉄シー・イー・コンサルタント
（株）

H14.10.12

助言 H15.4.14 I 0484 H15.4.14
小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 佐藤測量（株） H15.4.8

助言 H15.4.14 I 0444 H15.4.41

福岡県　宗像土木事務所

福岡県　北九州市建設局

福岡県　久留米市上津農住組合

福岡県　北九州市

福岡県　北九州市建設局

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　　福岡市

福岡国道工事事務所

福岡県　　大野城市

福岡県　前原土木事務所

水資源開発公団　筑後川下流総合管理所

福岡県　北九州土木事務所

福岡県

福岡県　　甘木市

北九州国道工事事務所

福岡県　　粕屋町

福岡県　田川土木事務所



　　九州地方

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

福岡県 立花町 全域   
総合計画（２級基準
点設置）

基準点 ２級  　 　11点 （株）新世コンソーシアム H15.4.15

助言 H15.4.14 I 0448 H15.4.28
八幡西区 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 石橋開発（株） H15.4.12

助言 H15.4.14 I 0502 H15.4.41
小倉北区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 旭測量設計（株） H15.4.24

助言 H15.4.24 I 0507 H15.4.41
筑後市 全域   都市計画 既成図数値化 2500 41.4 国際航業（株） H14.11.1

数値図修正 2500 41.4 助言 H15.4.26 I 0511 H15.4.41

西区 一部   電線共同溝計画 基準点 ３級  　 　2点
（株）スリーエヌ技術コンサルタ
ント

H15.2.1

助言 H15.4.26 I 0512 H15.4.28
飯塚市 一部   道路計画 カラー撮影 10000 14.6 アジア航測（株） H15.2.15

数値図化 2500 14.6 助言 H15.4.26 I 0514 H15.4.26
吉井町 一部   下水道台帳 水　準 簡級  　15.5Km アジア航測（株） H15.2.28

カラー撮影 10000 20.5 助言 H15.4.28 I 0517 H15.4.41
数値図化 2500 0.4

八幡西区 一部   
土地区画整理（基
準点の移設）

基準点 ２級  　 　1点 （株）高田工務所 H15.4.28

助言 H15.4.41 I 0518 H15.4.10
佐賀県 伊万里市 一部   道路計画 水　準 簡級  　56.5Km 東武計画（株） H14.7.24

カラー撮影 8000 12.6 助言 H14.8.8 I 0142 H14.10.41
数値図化 1000 12.6

牛津町 全域   都市計画 カラー撮影 12500 46.4 大成ジオテック（株） H14.8.14
写測修正 2500 14.2 助言 H14.8.14 I 0147 H14.10.7

上峰町 全域   都市計画 カラー撮影 12500 12.8 （株）パスコ H14.8.14
写測修正 2500 11.4 助言 H14.8.22 I 0210 H14.11.22
既成図数値化 2500 11.4
数値図化 2500 1.4

富士町 一部   道路計画 座標変換 ３級  　 　4点 （株）新世コンソーシアム H14.8.40
基準点 ４級  　 　24点 助言 H14.4.2 I 0221 H14.11.18

伊万里市 全域   総合計画 水　準 簡級  　4.4Km （株）パスコ H14.4.6
カラー撮影 10000 444.5 助言 H14.4.6 I 0245 H15.4.20
カラー撮影 5000 27.4

呼子町 全域   都市計画 水　準 簡級  　42.4Km （株）パスコ H14.4.11
カラー撮影 10000 28.6 助言 H14.4.17 I 0244 H15.4.41
数値図化 2500 5

唐津市 一部 伊万里市 一部 河川管理 水　準 簡級  　48Km （株）パスコ H14.4.18
武雄市 一部 厳木町 一部 カラー撮影 14000 204 助言 H14.4.27 I 0258 H15.1.41
相知町 一部 北波多村 一部 写測図化 2500 1.8

写測修正 2500 40
多久市 一部 武雄市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 145.4 （株）高崎総合コンサルタント H14.8.21
久保田町 一部 小城町 一部 写測修正 2500 42.4 助言 H14.4.27 I 0261 H15.1.41
牛津町 一部 芦刈町 一部
北方町 一部 大町町 一部
江北町 一部 白石町 一部
福富町 一部   
上峰町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　4点 国際技術コンサルタント（株） H14.4.20

座標変換 地籍図根三角  　 　1点 助言 H14.4.40 I 0265 H15.2.10
基準点 地籍図根三角  　 　12点

武雄工事事務所

佐賀県　　上峰町

武雄工事事務所

佐賀県　　伊万里市

佐賀県　　呼子町

佐賀県　　牛津町

佐賀県　　上峰町

福岡県　　福岡市

福岡県　　吉井町

佐賀国道工事事務所

福岡県　北九州市建設局

福岡国道工事事務所

福岡県　　筑後市

福岡県　飯塚土木事務所

福岡県　　立花町

福岡県　北九州市建設局

嘉瀬川ダム工事事務所



　　九州地方

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

佐賀県 佐賀市 一部 久保田町 一部 河川管理 撮　影 15000 66.2 東亜建設技術（株） H14.8.21
大和町 一部 三日月町 一部 写測修正 2500 8.4 助言 H14.10.15 I 0240 H15.1.41
中原町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　4点 国際技術コンサルタント（株） H14.6.24

基準点 地籍図根三角  　 　4点 助言 H14.12.5 I 0454 H15.2.28
鹿島市 一部 久保田町 一部 海岸保全 カラー撮影 12500 42 アジア航測（株） H14.12.25
芦刈町 一部 福富町 一部 写測修正 2500 7.4 助言 H15.1.8 I 0445 H15.4.20
有明町 一部   既成図数値化 2500 7.4
鳥栖市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　4点 東亜建設技術（株） H15.2.5

基準点 ３級  　 　12点 助言 H15.2.5 I 0442 H15.4.26
佐賀市 一部 鹿島市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　274Km 大和コンサル（株） H14.12.4
諸富町 一部 川副町 一部 助言 H15.2.14 I 0448 H15.4.41
東与賀町 一部 久保田町 一部
大和町 一部 神埼町 一部
千代田町 一部 三日月町 一部
牛津町 一部 芦刈町 一部
北方町 一部 大町町 一部
江北町 一部 白石町 一部
福富町 一部 有明町 一部
塩田町 一部   
神埼町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　4点 大和コンサル（株） H15.2.14

基準点 ３級  　 　6点 助言 H15.2.14 I 0444 H15.4.26
佐賀市 一部 神埼町 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　7点 （株）東亜コンサルタント H14.12.25

基準点 ３級  　 　12点 助言 H15.4.4 I 0466 H15.4.26
鹿島市 一部 芦刈町 一部 海岸保全 水　準 ２級  　10.6Km 昭和（株） H15.4.10
福富町 一部 有明町 一部 水　準 ３級  　22.4Km 助言 H15.4.10 I 0474 H15.4.25
久留米市 一部 柳川市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　105.4Km （株）パスコ H15.4.14
筑後市 一部 大川市 一部 水　準 ２級  　124.5Km 助言 H15.4.14 I 0481 H15.4.41
城島町 一部 大木町 一部
三潴町 一部 瀬高町 一部
佐賀市 一部 鳥栖市 一部
諸富町 一部 神埼町 一部
千代田町 一部 三田川町 一部
東脊振村 一部 北茂安町 一部
三根町 一部 上峰町 一部

芦刈町 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　10点 （株）パスコ H15.4.17
基準点 ４級  　 　150点 助言 H15.4.17 I 0447 H15.4.25
平　板 500 0.5

大和町 一部   道路計画 水　準 簡級  　2Km 大成ジオテック（株） H15.4.20
カラー撮影 4000 2.2 助言 H15.4.20 I 0504 H15.4.20

呼子町 一部   都市計画 基準点 １級  　 　4点 （株）パスコ H15.4.26
基準点 ２級  　 　4点 助言 H15.4.26 I 0514 H15.4.28

長崎県 諌早市 一部 森山町 一部 河川管理 空　三 10000  　 　54Ｍ 大成ジオテック（株） H14.4.1
数値図化 2500 48.2 助言 H14.5.14 I 0004 H14.8.41

多良見町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 太洋技研（株） H14.5.20
基準点 ４級  　 　54点 助言 H14.5.16 I 0011 H14.10.41
路　線  　1.5Km
平板・修正 500 0.1

佐賀県　佐賀土木事務所

佐賀県　　呼子町

長崎工事事務所

長崎工事事務所

武雄工事事務所

佐賀国道工事事務所

武雄工事事務所

筑後川工事事務所

佐賀国道工事事務所

佐賀国道工事事務所

佐賀県

武雄工事事務所

佐賀県　　中原町

武雄工事事務所



　　九州地方

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

長崎県 諌早市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　7点 平和測量設計（株） H14.4.24
基準点 ４級  　 　44点 助言 H14.5.20 I 0012 H14.10.41
平　板 200 0.1
平　板 500 0.1
基準点 ２級  　 　2点

諌早市 一部   集落排水整備事業 水　準 ４級  　18Km 大成ジオテック（株） H14.5.16
カラー撮影 4000 17.2 助言 H14.6.4 I 0018 H14.4.20
数値図化 500 1.6

長崎市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 （株）工藤測量設計 H14.2.27
助言 H14.6.7 I 0028 H14.6.20

多良見町 全域   
地理情報システム
の座標変換

座標変換 2500 47.7 扇精光（株） H14.6.1

座標変換 47.7 助言 H14.6.11 I 0040 H14.8.41
香焼町 全域   都市計画 カラー撮影 12500 14.4 アジア航測（株） H14.5.22

写測修正 2500 4.5 助言 H14.6.20 I 0067 H14.8.40
既成図数値化 2500 4.5
編　集 10000 4.5

世知原町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 54.7 （株）パスコ H14.6.21
助言 H14.6.24 I 0085 H14.10.4

有明町 一部   
畑地帯総合整備計
画

水　準 ３級  　5.6Km （株）日航コンサルタント H14.6.18

写測図化 1000 0.5 助言 H14.6.27 I 0084 H14.8.26
芦辺町 全域   都市計画 水　準 簡級  　55Km 国際航業（株） H14.7.17

空　三 10000  　 　80Ｍ 助言 H14.7.16 I 0117 H15.4.28
数値図化 2500 45.7
既成図数値化 2500 0.1

長崎市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　14点 扇精光（株） H14.7.24
助言 H14.7.24 I 0151 H15.2.28

長崎市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　171点 扇精光（株） H14.7.24
助言 H14.7.24 I 0152 H15.2.28

島原市 一部   
畑地帯総合整備計
画

水　準 ３級  　4.7Km　4点 東武計画（株） H14.6.11

写測図化 1000 0.6 助言 H14.8.2 I 0184 H14.8.14
編　集 2500 1.1
編　集 5000 1.1

郷ノ浦町 全域   固定資産税調査 水　準 簡級  　55Km 国際航業（株） H14.7.1
カラー撮影 10000 47.4 助言 H14.8.14 I 0201 H14.4.11
数値図化 2500 12
数値図化 1000 47.4

大村市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 東亜建設技術（株） H14.8.22
基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.8.22 I 0204 H14.10.40
基準点 ４級  　 　48点
水　準 ４級  　2Km
平　板 500 0.1

森山町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 扇精光（株） H14.8.20
基準点 ４級  　 　14点 助言 H14.4.17 I 0246 H15.4.28
平　板 500 0.1

長崎工事事務所

長崎県　　郷ノ浦町

長崎工事事務所

長崎県　　長崎市

長崎県　　長崎市

長崎県　島原振興局

長崎県　　世知原町

長崎県　島原振興局

長崎県　　芦辺町

長崎県　　長崎市

長崎県　　多良見町

長崎県　　香焼町

長崎県　　諌早市

長崎工事事務所



　　九州地方

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

長崎県 長崎市 一部 諌早市 一部 道路台帳 水　準 簡級  　54.6Km 国際航業（株） H14.8.28
大村市 一部 多良見町 一部 カラー撮影 4000 54 助言 H14.4.14 I 0257 H14.12.20
東彼杵町 一部   空　三 4000  　 　144Ｍ

南有馬町 全域   農村振興地理情報 水　準 簡級  　45Km 大成ジオテック（株） H14.10.4
システム整備 カラー撮影 10000 45.4 助言 H14.10.4 I 0278 H15.4.25

数値図化 2500 24.2
その他 24.2

石田町 全域   地籍調査 座標変換 図根三角１次  　 　46点 扇精光（株） H14.10.10
座標変換 図根三角２次  　 　4点 助言 H14.10.11 I 0284 H14.10.20
座標変換 図根多角 16.5
座標変換 2500 16.5

諌早市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 （株）中庭測量コンサルタント H14.10.15
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H14.10.15 I 0287 H14.10.41
座標変換 ４級  　 　7点

諌早市 一部 森山町 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　46.4Km 西日本開発（株） H14.11.1
高来町 一部 吾妻町 一部 助言 H14.10.25 I 0410 H14.12.15
愛野町 一部   
生月町 一部   総合計画 座標変換 ２級  　 　2点 （株）ジーアイエス九州 H14.8.27

基準点 ２級  　 　10点 助言 H14.11.14 I 0424 H14.11.24
長崎市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　15点 昭和（株） H14.11.27

平　板 500 0.1 助言 H14.11.27 I 0440 H15.2.28
長崎市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　6点 昭和（株） H14.12.14

座標変換 ３級  　 　22点 助言 H14.12.14 I 0462 H15.2.28
佐世保市 全域   法定外公共物譲与 カラー撮影 10000 248.4 国際航業（株） H14.8.40

対象物調査 助言 H14.12.14 I 0474 H15.4.41
諌早市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　7.4Km 扇精光（株） H15.1.6

水　準 ２級  　5.8Km 助言 H14.12.14 I 0474 H15.4.41
東彼杵町 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　6点 朝日航洋（株） H14.12.14

基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.12.14 I 0475 H15.4.20
基準点 ３級  　 　20点
水　準 ３級  　14.2Km
数値図化 500 0.5

東彼杵町 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　7点 アジア航測（株） H14.12.14
基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.12.14 I 0476 H15.4.20
基準点 ３級  　 　14点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

大村市 一部 東彼杵町 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　6点 H14.12.14
基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.12.14 I 0477 H15.4.20
基準点 ３級  　 　20点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

大村市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　4点 東亜建設技術（株） H14.12.14
基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.12.14 I 0478 H15.4.20
基準点 ３級  　 　21点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

（株）九州開発エンジニヤリン
グ

長崎県　　長崎市

長崎県　　佐世保市

長崎県　　諌早市水道局

長崎工事事務所

長崎工事事務所

長崎工事事務所

長崎工事事務所

九州農政局　諌早湾干拓事務所

長崎県　　生月町

長崎県　　長崎市

長崎県　　南有馬町

長崎県　　諌早市

長崎県　　石田町

長崎工事事務所



　　九州地方

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

長崎県 諌早市 一部 大村市 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　6点 平和測量設計（株） H14.12.14
基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.12.14 I 0474 H15.4.20
基準点 ３級  　 　18点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

諌早市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　6点 （株）パスコ H14.12.14
基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.12.14 I 0480 H15.4.20
基準点 ３級  　 　20点
水　準 ３級  　7.5Km
数値図化 500 0.5

長崎市 一部 諌早市 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　5点 （株）ウエスコ H14.12.14
多良見町 一部   基準点 ２級  　 　5点 助言 H14.12.14 I 0481 H15.4.20

基準点 ３級  　 　4点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

長崎市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　7点 （株）高崎総合コンサルタント H14.10.16
基準点 ２級  　 　6点 助言 H14.12.14 I 0482 H15.4.20
基準点 ３級  　 　14点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

長崎市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　6点 大成ジオテック（株） H14.12.14
基準点 ２級  　 　8点 助言 H14.12.14 I 0484 H15.4.20
基準点 ３級  　 　14点
水　準 ３級  　6.4Km
数値図化 500 0.5

島原市 全域 諌早市 一部 砂防計画 カラー撮影 10000 1481.7 東亜建設技術（株） H14.12.11
大村市 全域 森山町 一部 助言 H14.12.20 I 0486 H15.4.20
高来町 全域 小長井町 全域
有明町 全域 国見町 全域
瑞穂町 全域 吾妻町 全域
愛野町 全域 千々石町 全域
小浜町 全域 南串山町 全域
加津佐町 全域 口之津町 全域
南有馬町 全域 北有馬町 全域
西有家町 全域 有家町 全域
諌早市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　8.2Km 扇精光（株） H15.1.6

水　準 ２級  　22.8Km 助言 H14.12.25 I 0487 H15.4.28
大村市 一部   下水道台帳 水　準 ３級  　11Km アジア航測（株） H14.12.6

カラー撮影 5000 4.2 助言 H14.12.27 I 0484 H15.4.25
数値図化 500 1.8

平戸市 一部   海岸台帳 水　準 簡級  　10Km 国際技術コンサルタント（株） H14.11.1
カラー撮影 8000 14.4 助言 H15.1.6 I 0440 H15.4.24
写測図化 1000 0.4

南串山町 一部   道路管理 基準点 ２級  　 　4点 太洋技研（株） H15.1.8
基準点 ４級  　 　20点 助言 H15.1.8 I 0442 H15.2.28
平　板 500 0.1

長崎県　島原振興局

長崎県　田平土木事務所

長崎県　　大村市

長崎県　　諌早市

長崎県

長崎工事事務所

長崎工事事務所

長崎工事事務所

長崎工事事務所

長崎工事事務所



　　九州地方

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

長崎県 江迎町 全域   総合計画 水　準 簡級  　40Km （株）パスコ H15.1.24
カラー撮影 10000 65.4 助言 H15.1.24 I 0406 H15.2.24
空　三 10000  　 　44Ｍ

長崎市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　10点 昭和（株） H15.1.24

座標変換 ３級  　 　26点 助言 H15.1.24 I 0410 H15.2.28

座標変換 ４級  　 　465点

座標変換 500 0.4

西有家町 一部   座標変換 地籍図根三角  　 　84点 扇精光（株） H15.2.1

座標変換 地籍図根多角  　 　4244点 助言 H15.1.27 I 0420 H15.4.20
佐世保市 一部 平戸市 全域 砂防計画 カラー撮影 10000 1572.2 （株）パスコ H14.12.11
松浦市 全域 東彼杵町 全域 助言 H15.2.4 I 0428 H15.4.25
川棚町 全域 波佐見町 全域
大島村 全域 生月町 全域
田平町 全域 福島町 全域
鷹島町 全域 江迎町 全域
鹿町町 全域 小佐々町 全域
佐々町 全域 吉井町 全域
世知原町 全域   
長崎市 全域 高島町 全域 砂防計画 カラー撮影 10000 541.7 扇精光（株） H15.1.40

三和町 全域   助言 H15.2.12 I 0440 H15.4.25
上五島町 一部   海岸台帳 水　準 簡級  　15Km 県北土地開発（株） H14.10.28

カラー撮影 8000 8.1 助言 H15.2.14 I 0445 H15.4.15
写測図化 1000 0.1

長崎市 一部 諌早市 一部 砂防計画 座標変換 標定点  　 　4点 国際航業（株） H15.1.28
香焼町 全域 伊王島町 全域 空　三 10000  　 　145Ｍ 助言 H15.2.14 I 0452 H15.4.25
野母崎町 全域 多良見町 全域
森山町 一部 飯盛町 全域
美津島町 一部   海岸保全 カラー撮影 8000 6.8 国際航業（株） H15.1.24

助言 H15.2.14 I 0454 H15.4.25
諌早市 全域   基準点 地籍図根三角 145.5 （株）両備システムズ H15.2.17

助言 H15.4.4 I 0465 H15.4.28
三和町 一部 琴海町 一部 海岸保全 水　準 簡級  　46Km （株）西海測量設計 H14.12.5

カラー撮影 8000 4.5 助言 H15.4.10 I 0472 H15.4.25
写測図化 1000 0.7

佐世保市 一部 西彼町 一部 公園計画 水　準 ４級  　4Km （株）パスコ H15.4.5
水　準 簡級  　8Km 助言 H15.4.17 I 0444 H15.4.41
カラー撮影 4000 2.8
カラー撮影 12500 4.5
数値図化 500 0.5
数値図化 2500 4

西彼町 一部 西海町 一部 道路計画 水　準 簡級  　12Km （株）パスコ H15.2.28
大瀬戸町 一部   カラー撮影 10000 14 助言 H15.4.14 I 0501 H15.4.25

数値図化 1000 0.8
江迎町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 5.4 （株）パスコ H15.4.24

助言 H15.4.24 I 0506 H15.4.41
島原市 一部 有明町 一部 河川管理 カラー撮影 8000 114 （株）日測 H15.2.18

国見町 一部 千々石町 一部 助言 H15.4.26 I 0504 H15.4.28

小浜町 一部 深江町 一部

長崎県　大瀬戸土木事務所

長崎県　　江迎町

雲仙復興工事事務所

長崎県　　諫早市

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　県北振興局

長崎県　有川土木事務所

長崎県　対馬支庁

長崎県

長崎県

長崎県　　長崎市（東長崎土地区画整理
事務所）

長崎県　　西有家町

長崎県

長崎県　　江迎町

地籍管理システム

データの座標変換

地図情報システム
データの座標変換



　　九州地方

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

熊本県 菊陽町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 （株）有明測量開発社 H14.4.25

基準点 ３級  　 　45点 助言 H14.4.22 I 0005 H14.6.28

基準点 ４級 0.5

山鹿市 全域   都市計画 座標変換 2500 22.8 大成ジオテック（株） H14.5.7

座標変換 10000 87 助言 H14.5.7 I 0007 H14.5.15

荒尾市 一部   上水道計画 水　準 ４級  　12.7Km 大成ジオテック（株） H14.6.27

カラー撮影 5000 10.2 助言 H14.6.27 I 0042 H15.2.20

数値図化 500 2.1

旭志村 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　6点 H14.7.1

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.7.1 I 0044 H14.12.20

基準点 ４級  　 　44点

熊本市 全域   都市計画 座標変換 2500 266.7 大成ジオテック（株） H14.7.4

座標変換 2500 266.7 助言 H14.7.4 I 0047 H14.8.14

座標変換 10000 266.7

松橋町 全域   都市計画 写測修正 2500 48.2 玉野総合コンサルタント（株） H14.7.11

座標変換 2500 48.2 助言 H14.7.11 I 0104 H14.12.20

旭志村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 H14.4.28

基準点 ３級  　 　18点 助言 H14.7.16 I 0114 H15.1.16

山鹿市 一部   土地改良（笹原工 基準点 ２級  　 　2点 H14.7.24

区） 平　板 500 0.1 助言 H14.7.24 I 0145 H15.4.25

菊鹿町 一部   土地改良（大林工 基準点 ２級  　 　2点 H14.7.24

区） 平　板 500 0.1 助言 H14.7.24 I 0146 H15.4.25

泗水町 一部   ほ場整備 座標変換 ３級  　 　4点 H14.7.24

基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.7.24 I 0178 H15.2.28

基準点 ４級  　 　40点

平　板 500 0.4

菊水町 一部 三加和町 一部 ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点 H14.8.24

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.8.24 I 0217 H14.12.24

基準点 ３級  　 　14点

旭志村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 H14.7.25

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.8.24 I 0218 H14.11.24

小国町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 H14.4.2

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.4.4 I 0244 H14.4.40

錦町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 H14.7.24

助言 H14.4.6 I 0244 H15.4.20

西原村 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根三角  　 　8点 H14.4.14

基準点 ３級  　 　12点 助言 H14.4.14 I 0256 H15.2.28

平　板 1000 0.4

熊本市 一部   河川管理 編　集 2500 27.5 アジア航測（株） H14.8.40

その他 2500 27.5 助言 H14.4.27 I 0254 H14.10.15

熊本県土地改良事業団体連

合会

（株）技術開発コンサルタント

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県土地改良事業団体連

合会

熊本県（球磨地域振興局）

熊本工事事務所

熊本県（阿蘇地域振興局）

熊本県（玉名地域振興局）

熊本県（菊池地域振興局）

緑資源公団　九州支社

熊本県　　荒尾市

熊本県（菊池地域振興局）

熊本県（菊池地域振興局）

熊本県（鹿本地域振興局）

熊本県（鹿本地域振興局）

熊本県　　松橋町

熊本県　　熊本市

熊本県（菊池地域振興局）

熊本県住宅供給公社

熊本県　　山鹿市



　　九州地方

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

熊本県 八代市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　4点 （株）タイセイプラン H14.8.40
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.4.27 I 0260 H14.12.14
基準点 ４級  　 　15点
平　板 500 0.1

本渡市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.10.4
座標変換 ３級  　 　15点 助言 H14.10.4 I 0275 H14.10.40
座標変換 ４級  　 　444点

松島町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 51.2 東亜建設技術（株） H14.4.11
助言 H14.10.4 I 0280 H14.10.41

合志町 全域   都市計画 水　準 簡級  　40Km （株）パスコ H14.10.18
空　三 10000  　 　46Ｍ 助言 H14.10.18 I 0244 H15.4.21
写測修正 2500 27.2
数値図化 1000 0.4
既成図数値化 2500 27.2
既成図数値化 1000 1.4

山鹿市 一部   都市計画 座標変換 ２級  　 　4点 東亜建設技術（株） H14.11.1
基準点 ３級  　 　17点 助言 H14.11.24 I 0446 H15.1.41

須恵村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
熊本県土地改良事業団体連
合会

H14.12.10

基準点 ３級  　 　12点 助言 H14.12.11 I 0461 H15.4.20
熊本市 一部   道路台帳 座標変換 ２級  　 　7点 （株）長田測量設計 H14.12.16

基準点 ３級  　 　17点 助言 H14.12.16 I 0464 H15.4.20
熊本市 一部 宇土市 一部 道路計画 カラー撮影 4000 84.7 国際航業（株） H15.1.6
三角町 一部 大津町 一部 助言 H15.1.8 I 0444 H15.4.41
菊陽町 一部 一の宮町 一部
阿蘇町 一部 波野村 一部
長陽村 一部   

熊本市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　12点 （株）有明測量開発社 H14.4.26
基準点 ４級 0.4 助言 H15.1.10 I 0400 H15.4.41

泉村 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）ワコー H14.11.21
基準点 ３級  　 　7点 助言 H15.1.20 I 0401 H15.4.20

水俣市 一部 芦北町 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　18点 （株）協同建設コンサルタント H15.1.14
助言 H15.1.20 I 0402 H15.1.41

五和町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）有明測量開発社 H14.12.10
基準点 ３級  　 　25点 助言 H15.1.20 I 0404 H15.4.10

菊池市 一部   都市計画 水　準 簡級  　28Km 国際航業（株） H14.7.24
カラー撮影 10000 17.4 助言 H15.1.24 I 0407 H15.4.7
数値図化 2500 17.4

城南町 全域   都市計画 水　準 簡級  　45Km 国際航業（株） H15.1.24
カラー撮影 10000 46.4 助言 H15.1.24 I 0408 H15.4.41
数値図化 2500 46.4

本渡市 全域   固定資産調査 カラー撮影 5000 180.4 （株）パスコ H15.1.24
助言 H15.1.24 I 0412 H15.4.27

玉名市 一部 岱明町 一部 道路計画 水　準 簡級  　12.5Km 東亜建設技術（株） H14.12.10
カラー撮影 8000 8.1 助言 H15.1.27 I 0415 H15.4.28
数値図化 1000 1.6

熊本県　熊本市画図土地区画整理組合

熊本県　八代地域振興局

熊本工事事務所　八代維持出張所

熊本県　天草地域振興局

熊本工事事務所

熊本県　　本渡市

熊本工事事務所

熊本県　　菊池市

熊本県　　城南町

熊本県　　山鹿市

熊本工事事務所熊本維持出張所

熊本県（球磨地域振興局）

熊本県　本渡北土地区画整理組合

熊本県　　松島町

熊本県　　合志町

熊本県　八代地域振興局



　　九州地方

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

熊本県 熊本市 全域   カラー撮影 4000 266.4 朝日航洋（株） H14.12.15
助言 H15.1.27 I 0421 H15.2.15

八代市 一部 人吉市 一部 河川管理 カラー撮影 8000 214.6 東亜建設技術（株） H14.4.27
坂本村 一部 芦北町 一部 空　三 8000  　 　204Ｍ 助言 H15.1.40 I 0426 H15.2.20
錦町 一部 免田町 一部 その他 2500 214.6
多良木町 一部 湯前町 一部
水上村 一部 須恵村 一部
深田村 一部 相良村 一部
球磨村 一部   

熊本市 一部 大津町 一部 道路計画 数値図化 2500 21.8 （株）帝国コンサルタント H14.12.18
合志町 一部 西合志町 一部 助言 H15.2.4 I 0427 H15.4.20
熊本市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　47点 興栄測量設計（株） H14.11.20

助言 H15.2.7 I 0446 H15.4.25

牛深市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
熊本県土地改良事業団体連
合会

H14.12.12

助言 H15.2.12 I 0441 H15.4.20
八代市 一部 人吉市 一部 河川管理 既成図数値化 2500 74.5 東亜建設技術（株） H15.1.24
坂本村 一部 芦北町 一部 数値図修正 2500 74.5 助言 H15.2.14 I 0450 H15.4.15
錦町 一部 免田町 一部
多良木町 一部 湯前町 一部
水上村 一部 須恵村 一部
深田村 一部 相良村 一部
球磨村 一部   

熊本市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　58.4Km （株）東亜建設コンサルタント H14.12.2
助言 H15.2.14 I 0451 H15.4.20

熊本市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　50.4Km 大和コンサル（株） H15.4.4
助言 H15.4.4 I 0464 H15.4.5

八代市 全域   カラー撮影 10000 146.7 国際航業（株） H14.12.1
空　三 10000  　 　171Ｍ 助言 H15.4.10 I 0477 H15.4.41

苓北町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　5点 （株）パスコ H15.4.4
助言 H15.4.14 I 0440 H15.4.41

水俣市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　5点 協同設計測量（株） H15.4.11
助言 H15.4.14 I 0441 H15.4.20

本渡市 一部   砂防計画 空　三 10000  　 　185Ｍ 東亜建設技術（株） H15.4.14
数値図化 2500 18 助言 H15.4.14 I 0444 H15.8.15

熊本市 一部 菊池市 一部 砂防計画 空　三 10000  　 　82Ｍ （株）パスコ H15.4.14
三加和町 一部 鹿北町 一部 数値図化 2500 12.4 助言 H15.4.14 I 0500 H15.4.41
阿蘇町 一部 矢部町 一部 座標変換 2500 2.4
田浦町 一部 球磨村 一部
八代市 一部   砂防計画 水　準 簡級  　50Km 国際航業（株） H14.12.14

空　三 10000  　 　67Ｍ 助言 H15.4.26 I 0510 H15.4.41
数値図化 2500 6.8

大分県 竹田市 一部 朝地町 一部 道路計画 既成図数値化 2500 27.4 東亜建設技術（株） H14.4.11
大野町 一部   助言 H14.4.14 I 0002 H14.4.40
佐伯市 一部 弥生町 一部 河川管理 水　準 簡級  　47.5Km 東亜建設技術（株） H14.4.22
本匠村 一部 直川村 一部 カラー撮影 12500 42.4 助言 H14.4.24 I 0006 H14.12.20

数値図化 2500 4.4
数値図修正 2500 24.6

佐伯工事事務所

佐伯工事事務所

熊本県　天草地域振興局

熊本県

熊本県　八代地域振興局

熊本県　　八代市

熊本工事事務所

熊本県　　苓北町

熊本工事事務所　八代維持出張所

熊本県（天草地域振興局）

熊本県　　熊本市

熊本県　　熊本市

八代工事事務所

熊本県　　熊本市

熊本工事事務所

八代工事事務所

固定資産税調査

固定資産税調査



　　九州地方

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

大分県 大分市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 (財)大分県土地区画整理協会 H14.5.10

座標変換 ３級  　 　1点 助言 H14.6.5 I 0022 H14.6.10
基準点 ３級  　 　2点

中津市 全域   固定資産税調査 カラー撮影 10000 55.6 国際航業（株） H14.4.20
空　三 10000  　 　14Ｍ 助言 H14.6.24 I 0086 H15.4.20
写真図 1000 55.6

弥生町 一部 本匠村 一部 河川管理 座標変換 ３級  　 　4点 九建設計（株） H14.4.7
基準点 ３級  　 　44点 助言 H14.7.41 I 0182 H14.10.41

直川村 一部   河川管理 座標変換 ３級  　 　1点 大洋測量設計（株） H14.6.1
基準点 ３級  　 　51点 助言 H14.7.41 I 0184 H14.10.41

大分市 一部   流通団地造成 座標変換 ２級  　 　4点 九州建設コンサルタント（株） H14.6.4
座標変換 ３級  　 　5点 助言 H14.8.8 I 0184 H14.4.10
座標変換 ４級  　 　16点
基準点 ４級 0.4

豊後高田市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　10点 （株）キョウワ H14.6.11
助言 H14.8.8 I 0144 H14.10.15

庄内町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　8点 角栄測量設計（株） H14.7.14
基準点 ３級  　 　26点 助言 H14.4.18 I 0251 （株）サン建コンサルタント H15.4.14
基準点 ４級  　 　71点 （株）タイガーコンサルタント
水　準 １級  　5.2Km 南武測量設計（株）

津久見市 一部   座標変換 座標変換 ２級  　 　6点 東洋測量設計（株） H14.10.2
座標変換 ３級  　 　10点 助言 H14.4.40 I 0266 H14.12.28

    空　三 10000  　 　5481Ｍ アジア航測（株） H14.8.14
助言 H14.10.4 I 0274 国際航業（株） H14.11.15

（株）パスコ
豊後高田市 一部   座標変換 基準点 ３級  　 　44点 （株）きもと H14.4.2

基準点 図根三角１次  　 　264点 助言 H14.10.18 I 0242 H14.11.24
基準点 図根多角 58.4

本匠村 一部   河川管理 座標変換 ３級  　 　2点 （株）中九州コンサルタント H14.7.4
基準点 ３級  　 　15点 助言 H14.10.18 I 0245 H14.11.4

大分市 一部   都市計画 カラー撮影 12500 62.4 （株）中庭測量コンサルタント H14.10.18
助言 H14.10.18 I 0247 H15.4.10

犬飼町 一部   道路管理 基準点 ２級  　 　2点 （株）千代田コンサルタント H14.12.2
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.12.2 I 0448 H15.2.28
水　準 ３級  　2.5Km　4点

中津市 全域   都市計画 写測図化 2500 4 （株）パスコ H14.12.5
座標変換 2500 55.6 助言 H14.12.5 I 0454 H14.12.15

豊後高田市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　1点 大洋測量設計（株） H15.1.6
助言 H14.12.17 I 0470 H15.1.41

別府市 一部   
不動産登記法第17
条地図

基準点 ２級  　 　4点 （株）島田設計企画 H15.1.6

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.12.17 I 0472 H15.4.41
基準点 ４級  　 　74点
基準点 １級  　 　4点

日出町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 (財)大分県土地区画整理協会 H14.12.16
座標変換 ３級  　 　14点 助言 H14.12.20 I 0485 H15.2.28

津久見市 全域   固定資産税調査 カラー撮影 10000 74.4 朝日航洋（株） H14.7.14
助言 H14.12.27 I 0488 H15.4.25

大分県　　日出町

大分地方法務局

大分県　　津久見市

大分工事事務所

大分県　　中津市

大分県　　豊後高田市

大分県

大分県　　大分市

佐伯工事事務所

大分県　　豊後高田市

大分県　　豊後高田市

大分県　大分土木事務所

大分県　　津久見市

大分県　　中津市

大分県土地開発公社

佐伯工事事務所

佐伯工事事務所

大分県　大分市市中央土地区画整理組
合　設立準備委員会

土砂災害防止計画



　　九州地方

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

大分県 別府市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　5点 東洋測量設計（株） H14.11.8
基準点 ３級  　 　6点 助言 H15.1.6 I 0441 H15.4.28

大分市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　1点 復建調査設計（株） H15.1.10

座標変換 ２級  　 　5点 助言 H15.1.8 I 0444 H15.2.28
座標変換 ３級  　 　27点

大分市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　7点 (財)福岡土地区画整理協会 H15.1.4
助言 H15.1.8 I 0447 H15.4.14

真玉町 一部 香々地町 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　8点 （株）キョウワ H14.11.4

助言 H15.1.8 I 0448 大洋測量設計（株） H15.4.15

大分市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　12点 (財)福岡土地区画整理協会 H14.12.12

座標変換 ３級  　 　52点 助言 H15.1.10 I 0444 H15.4.14
座標変換 ４級  　 　111点
基準点 ３級  　 　1点
基準点 ４級  　 　42点

大分市 一部   都市計画 数値図修正 2500 8.4 朝日航洋（株） H15.2.14
助言 H15.2.14 I 0455 H15.4.10

大分市 一部   道路計画 水　準 簡級  　4.5Km （株）パスコ H15.2.20
カラー撮影 8000 4 助言 H15.2.24 I 0464 H15.4.20
数値図化 1000 1

中津江村 一部 上津江村 一部 ダム管理 基準点 ２級  　 　6点 大和コンサル（株） H15.4.4
助言 H15.4.4 I 0468 H15.4.20

宮崎県 国富町 一部   都市計画 写測修正 2500 6.5 （株）パスコ H14.5.22
既成図数値化 2500 6.5 助言 H14.6.20 I 0066 H15.2.20
座標変換 2500 6.5

小林市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 H14.5.1
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.6.20 I 0072 H14.8.41
基準点 ４級  　 　47点
水　準 ３級  　2.4Km　4点

田野町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0074 H15.4.41

綾町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0074 H15.4.41

日南市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0075 H15.4.41

高城町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　6点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0076 H15.4.41

えびの市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0078 H15.4.41

高原町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　14点 H14.6.20
助言 H14.6.21 I 0080 H15.4.41

小林市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
宮崎県土地改良事業団体連
合会

H14.6.20

助言 H14.6.21 I 0081 H15.4.41

東郷町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
宮崎県土地改良事業団体連
合会

H14.6.20

助言 H14.6.21 I 0082 H15.4.41

宮崎県土地改良事業団体連
合会
宮崎県土地改良事業団体連
合会
宮崎県土地改良事業団体連
合会
宮崎県土地改良事業団体連
合会

（株）南九州都市開発研究事
務所

宮崎県土地改良事業団体連
合会
宮崎県土地改良事業団体連
合会

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県　　国富町

大分工事事務所

筑後川ダム統合管理事務所

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県　　小林市

大分県　　大分市（坂ノ市土地区画整理
事務所）

大分県　　大分市

大分県　高田土木事務所

大分県　　大分市

大分県　　大分市（下郡土地区画整理事
務所）

大分工事事務所　大分維持出張所



　　九州地方

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

宮崎県 新富町 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） H14.7.14
座標変換 ３級  　 　17点 助言 H14.7.16 I 0115 H14.8.15

都城市 一部   上水道計画 水　準 簡級  　51.4Km （株）パスコ H14.7.10
カラー撮影 10000 224.4 助言 H14.7.22 I 0144 H15.4.26
その他 10000  　 　144点

佐土原町 一部   道路計画 水　準 簡級  　18.5Km （株）パスコ H14.8.12
カラー撮影 8000 12.2 助言 H14.8.14 I 0206 H14.10.41
数値図化 1000 4

高崎町 一部 高原町 一部 道路計画 水　準 簡級  　17Km （株）パスコ H14.8.24
野尻町 一部   カラー撮影 10000 8.5 助言 H14.8.24 I 0220 H14.10.4

数値図化 1000 1.5

野尻町 一部   農村振興ＧＩＳ 数値図化 2500 64.7 （株）パスコ H14.4.14
座標変換 2500 64.7 助言 H14.4.17 I 0248 H15.4.10

宮崎市 一部 佐土原町 一部 道路計画 数値図化 1000 2.2 朝日航洋（株） H14.4.18
助言 H14.4.18 I 0252 H14.12.10

高岡町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　4点 （株）高岡コンサルタント H14.4.2
平　板 500 0.1 助言 H14.10.4 I 0274 H14.11.40

宮崎市 一部   下水道計画 数値図化 500 4 玉野総合コンサルタント（株） H14.4.24
助言 H14.10.15 I 0288 H15.2.28

高鍋町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点
（株）黒木測量設計コンサルタ
ント

H14.4.1

基準点 ３級  　 　11点 助言 H14.10.18 I 0248 H16.5.41
基準点 ４級  　 　218点
平　板 500 0.5

串間市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　1点
（株）南九州都市開発研究事
務所

H14.10.25

座標変換 ３級  　 　5点 助言 H14.10.18 I 0244 H14.11.10
座標変換 ４級  　 　44点

日向市 一部 都農町 一部 道路計画 座標変換 ２級  　 　57点 新和技術コンサルタント（株） H14.7.41
門川町 一部 東郷町 一部 助言 H14.10.25 I 0406 H14.11.27
山田町 一部   土地改良 水　準 簡級  　21Km （株）中庭測量コンサルタント H14.4.18

撮　影 10000 12 助言 H14.10.41 I 0414 H14.11.28
数値図化 1000 2.6
数値図化 5000 4.4

日向市 全域   森林計画 撮　影 10000 117.4 朝日航洋（株） H14.8.14
助言 H14.11.1 I 0417 H15.4.28

宮崎市 全域   都市計画 座標変換 ２級  　 　24点 （株）中庭測量コンサルタント H14.10.18
水　準 簡級  　74Km 助言 H14.11.14 I 0418 H16.4.14
カラー撮影 12500 447.4
数値図化 2500 287

都城市 一部 小林市 一部 砂防事業区域計画 座標変換 2500 126 国際航業（株） H14.4.26
山田町 一部 高崎町 一部 座標変換 1000 14.4 助言 H14.11.18 I 0440 東亜建設技術（株） H14.12.20
高原町 一部   数値図化 2500 41.4

三股町 一部 山之口町 一部 農地開発 水　準 ４級  　6Km （株）パスコ H14.11.14
高城町 一部   カラー撮影 10000 12.7 助言 H14.11.14 I 0442 H15.1.41

数値図化 1000 0.7

宮崎県　北諸県農林振興局

宮崎工事事務所

宮崎県土地改良事業団体連合会

宮崎県　　日向市

宮崎県　　宮崎市

宮崎県　高岡土木事務所

日本道路公団　宮崎工事事務所

宮崎県　　串間市

宮崎県　　高鍋町

宮崎県　　宮崎市

宮崎県　都城土木事務所

宮崎工事事務所

宮崎県　　野尻町

宮崎県　　新富町

宮崎県　　都城市

宮崎県　宮崎土木事務所



　　九州地方

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

宮崎県 宮崎市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 （株）中庭測量コンサルタント H14.10.11
座標変換 ３級  　 　8点 助言 H14.12.11 I 0455 H15.4.25
座標変換 ４級  　 　208点
平　板 500 0.4

宮崎市 一部 都城市 一部 河川管理 カラー撮影 15000 278.2 （株）高崎総合コンサルタント H14.10.8
高城町 一部 高崎町 一部 写測修正 2500 82.4 助言 H14.12.11 I 0454 H14.12.20
高岡町 一部 国富町 一部
綾町 一部   
延岡市 一部 北方町 一部 道路計画 水　準 簡級  　54Km （株）パスコ H14.11.26
北川町 一部   カラー撮影 8000 74.2 助言 H14.12.11 I 0460 H15.4.18

写測修正 1000 11
既成図数値化 1000 11
空　三 8000  　 　44Ｍ

川南町 一部   土地改良 水　準 簡級  　14.8Km （株）パスコ H14.12.25
カラー撮影 10000 6.4 助言 H15.1.8 I 0446 H15.4.25
数値図化 1000 2.8

延岡市 一部   河川管理 座標変換 ２級  　 　5点 九建設計（株） H14.12.20
基準点 ３級  　 　42点 助言 H15.1.27 I 0416 H15.4.20
水　準 ３級  　4.8Km

宮崎市 一部 佐土原町 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　64.6Km 南興測量設計（株） H15.1.1
新富町 一部   助言 H15.1.27 I 0418 H15.4.41
宮崎市 一部 佐土原町 一部 道路台帳 座標変換 ３級  　 　2点 （株）宮崎産業開発 H15.1.25
川南町 一部 都農町 一部 基準点 ２級  　 　7点 助言 H15.2.7 I 0445 H15.4.25

基準点 ３級  　 　18点
基準点 ４級  　 　75点

延岡市 一部 北川町 一部 道路計画 座標変換 １級  　 　1点 （株）建設技術センター H14.10.18
座標変換 ２級  　 　5点 助言 H15.2.18 I 0457 H15.4.20
基準点 ２級  　 　1点
基準点 ３級  　 　1点
基準点 ４級  　 　22点

延岡市 一部 北川町 一部 河川管理 カラー撮影 4000 17.4 （株）パスコ H15.2.24
助言 H15.2.24 I 0460 H15.4.25

都城市 一部   
土地区画整理（座
標変換）

座標変換 ２級  　 　8点
（株）南九州都市開発研究事
務所

H15.4.1

座標変換 ３級  　 　21点 助言 H15.4.14 I 0484 H15.4.7
座標変換 ４級  　0.1Km
座標変換 500  　0.1Km

佐土原町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　4点 玉野総合コンサルタント（株） H15.4.17
基準点 ４級  　 　80点 助言 H15.4.17 I 0445 H16.4.41

延岡市 一部   河川計画 座標変換 ２級  　 　14点 太陽技術コンサルタント（株） H15.1.17
基準点 ３級  　 　206点 助言 H15.4.20 I 0504 H15.4.21
水　準 ３級  　4.8Km

宮崎市 一部 清武町 一部 農地開発 水　準 ４級  　4.2Km （株）パスコ H15.4.24
カラー撮影 10000 8.5 助言 H15.4.24 I 0505 H15.4.41
数値図化 1000 1.7

宮崎県　　都城市

宮崎県　　佐土原町

宮崎県　中部農林振興局

延岡工事事務所

宮崎県

宮崎工事事務所宮崎維持出張所

宮崎県　延岡土木事務所

延岡工事事務所

延岡工事事務所

宮崎県　児湯農林振興局

宮崎県　　宮崎市

宮崎工事事務所

延岡工事事務所



　　九州地方

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

鹿児島県 松元町 一部   総合計画 水　準 簡級  　8Km （株）アジアシステムエンジニア H14.5.20
空　三 10000  　 　4Ｍ 助言 H14.6.18 I 0065 リング H14.7.1
数値図化 1000 0.4

鹿児島市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.7.10

助言 H14.6.27 I 0041 H14.4.40

横川町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.7.17

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.7.12 I 0111 H15.4.20
志布志町 一部   総合計画 基準点 地籍図根点  　 　100点 大正測量設計（株） H14.7.22

助言 H14.7.16 I 0116 H14.4.40

知名町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.8.12

基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.8.8 I 0140 H15.4.20
基準点 ４級  　 　26点

知名町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　8点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.8.12

基準点 ２級  　 　12点 助言 H14.8.8 I 0141 H15.4.20
基準点 ３級  　 　10点

天城町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　14点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.8.14

基準点 ２級  　 　14点 助言 H14.8.14 I 0148 H15.4.14
基準点 ３級  　 　18点
基準点 ４級  　 　108点

徳之島町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.8.14

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.8.14 I 0144 H15.4.14
基準点 ４級  　 　44点

天城町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　11点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.8.14

基準点 ２級  　 　15点 助言 H14.8.14 I 0200 H15.4.14
基準点 ３級  　 　7点
基準点 ４級  　 　64点

樋脇町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　14点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.4.4

基準点 ２級  　 　2点 助言 H14.8.28 I 0216 H15.4.1
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　7点

中種子町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.4.14

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.4.2 I 0224 H15.4.20
基準点 ４級  　 　6点

高尾野町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　51点 （株）いずみ測量設計社 H14.7.8
助言 H14.4.4 I 0240 H14.12.27

高尾野町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　21点 （株）栄進測量設計 H14.7.8
助言 H14.4.4 I 0241 H14.12.27

阿久根市 一部   道路計画 数値図化 1000 6.2 平和測量設計（株） H14.6.22
助言 H14.4.6 I 0248 H14.4.40

喜界町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 H14.4.17
基準点 ３級  　 　12点 助言 H14.4.17 I 0240 H15.4.1
基準点 ４級  　 　58点

鹿児島県土地改良事業団体
連合会

鹿児島県　志布志町

鹿児島県　横川町

鹿児島県　鹿児島市

鹿児島県　伊集院耕地事務所

鹿児島県　大島支庁徳之島事務所

鹿児島県　大島支庁沖永良部事務所

鹿児島県　大島支庁沖永良部事務所

鹿児島県　樋脇町

鹿児島県　大島支庁徳之島事務所

鹿児島県　大島支庁徳之島事務所

鹿児島県　熊毛支庁

鹿児島県　高尾野町

鹿児島県　高尾野町

鹿児島国道工事事務所

鹿児島県　大島支庁喜界事務所



　　九州地方

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

鹿児島県 喜界町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　4点 H14.4.17
基準点 ２級  　 　2点 助言 H14.4.17 I 0241 H15.4.1
基準点 ３級  　 　6点
基準点 ４級  　 　54点

志布志町 全域   座標変換 座標変換 地籍図根三角  　 　264点 直営 H14.10.1
座標変換 地籍多角 141.6 助言 H14.4.17 I 0244 H15.2.28
座標変換 筆界点 141.6

瀬戸内町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 （株）オリジナルサーベイ H14.10.15
基準点 ３級  　 　10点 助言 H14.4.14 I 0254 H15.4.15
基準点 ４級 0.2
平　板 1000 0.2

川辺町 一部   道路計画（座標変 座標変換 ２級  　 　8点 （株）大進 H14.4.17
換） 座標変換 ３級  　 　15点 助言 H14.4.14 I 0255 （株）南日本技術コンサルタンツ H14.10.41

成果改算 ３級  　41Km　6点 （株）久永コンサルタント
朝日開発コンサルタンツ（株）
（株）建設技術研究所

鹿児島市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 284.7 昭和（株） H14.10.4
写測修正 2500 148.1 助言 H14.10.4 I 0271 H15.2.28
座標変換 2500 182.4

川内市 一部 阿久根市 一部 道路計画 数値図化 2500 10.8 （株）パスコ H14.10.11
水　準 簡級  　44.6Km 助言 H14.10.11 I 0281 H15.1.41
カラー撮影 8000 24.7
空　三 8000  　 　14Ｍ

宮之城町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　10点 H14.10.24
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.11 I 0284 H15.4.20
基準点 ４級  　 　24点

東町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 H14.11.5
基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.25 I 0408 H15.4.25
基準点 ４級  　 　5点

東町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.11.5

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.10.25 I 0404 H15.4.25
基準点 ４級  　 　4点

国分市 一部   都市計画 カラー撮影 15000 86 アジア航測（株） H14.10.24
写測修正 2500 44.4 助言 H14.10.24 I 0411 H15.4.20
写測修正 10000 44.4
既成図数値化 2500 44.4

西之表市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　7点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.11.14

基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.10.41 I 0415 H15.4.20
基準点 ４級  　 　24点

金峰町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　8点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.11.5

助言 H14.11.14 I 0414 H15.4.10

鹿児島県　大島支庁喜界事務所

鹿児島県　瀬戸内町

鹿児島県　加世田土木事務所

鹿児島県　志布志町

鹿児島県　鹿児島市

鹿児島県　川内耕地事務所

鹿児島国道工事事務所

鹿児島県　出水耕地事務所

鹿児島県　出水耕地事務所

鹿児島県　熊毛支庁

鹿児島県　国分市

鹿児島県　伊集院耕地事務所

鹿児島県土地改良事業団体
連合会

鹿児島県土地改良事業団体
連合会

鹿児島県土地改良事業団体
連合会



　　九州地方

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

鹿児島県 阿久根市 一部 出水市 一部 道路計画 カラー撮影 8000 46 大成ジオテック（株） H14.11.14
写測修正 1000 5 助言 H14.11.14 I 0420 H15.2.28

川内市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 17.6 アジア航測（株） H14.11.14
写測修正 1000 4.7 助言 H14.11.14 I 0421 H15.2.28

薩摩町 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　14点 （株）大進 H14.11.25
助言 H14.11.25 I 0448 H15.4.20

薩摩町 一部   道路計画 座標変換 1000 1.4 （株）パスコ H14.12.1
座標変換 2500 12 助言 H14.11.27 I 0441 H15.4.20

薩摩町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 （株）大進 H14.12.4
基準点 ３級  　 　18点 助言 H14.12.4 I 0451 （株）パスコ H15.4.20
基準点 ４級  　 　82点 （株）アジア技術コンサルタンツ

水　準 ３級  　28.5Km 大福コンサルタント（株）
九州テクノリサーチ（株）
霧島エンジニアリング（株）

霧島町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.12.10

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.12.11 I 0456 H15.4.25
基準点 ４級  　 　10点

蒲生町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.12.10

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.12.11 I 0457 H15.4.25
基準点 ４級  　 　15点

口之津町 一部   道路計画 水　準 簡級  　120.7Km 朝日航洋（株） H14.12.11
牛深市 一部 五和町 一部 カラー撮影 12500 246 助言 H14.12.11 I 0458 H15.4.25
阿久根市 一部 東町 一部 カラー撮影 25000 144
長島町 一部   数値図化 2500 8

数値図化 5000 16.6
写測修正 5000 47.1

吾平町 一部   
土地改良（角野地
区）

座標変換 ２級  　 　2点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.12.4

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.12.17 I 0465 H15.4.28
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級  　 　4点

吾平町 一部   
土地改良（吾平東
地区）

座標変換 ２級  　 　11点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.12.4

基準点 ２級  　 　4点 助言 H14.12.17 I 0466 H15.4.28
基準点 ３級  　 　24点
基準点 ４級  　 　88点

根占町 一部   
土地改良（辺田地
区第２換地区）

座標変換 ２級  　 　14点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H14.11.20

基準点 ２級  　 　5点 助言 H14.12.17 I 0467 H15.4.28
基準点 ３級  　 　14点
基準点 ４級  　 　74点

鹿屋市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　11点 三州技術コンサルタント（株） H14.11.25
助言 H14.12.17 I 0468 H15.4.20

阿久根市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点
鹿児島県土地改良事業団体
連合会

H15.1.10

基準点 ３級  　 　4点 助言 H14.12.17 I 0471 H15.4.25
基準点 ４級  　 　15点

鹿児島県　宮之城土木事務所

鹿児島県　宮之城土木事務所

鹿児島国道工事事務所

鹿児島国道工事事務所

鹿児島県　加治木耕地事務所

鹿児島県　加治木耕地事務所

鹿児島県　宮之城土木事務所

鹿児島県　鹿屋耕地事務所

九州幹線道路調査事務所

鹿児島県　鹿屋耕地事務所

鹿児島県　鹿屋耕地事務所

鹿児島県　阿久根市

大隅工事事務所



　　九州地方

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

鹿児島県 大口市 一部 菱刈町 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　5点 九州テクノリサーチ（株） H15.1.14
吉松町 一部   水　準 ２級  　27Km 助言 H15.1.27 I 0417 H15.2.28
えびの市 一部   

川内市 一部 東郷町 一部
河川管理（成果改
算）

成果改算 ２級  　80Km （株）久永コンサルタント H15.1.10

菱刈町 一部 吉松町 一部 助言 H15.1.40 I 0422 H15.4.40
川内市 一部 樋脇町 一部 水　準 ２級  　56Km （株）久永コンサルタント H15.1.10
東郷町 一部 宮之城町 一部 助言 H15.1.40 I 0424 H15.4.40
鶴田町 一部   

大口市 一部 菱刈町 一部
河川管理（管内上
流地区その１）

水　準 ２級  　42Km 川内測量設計（株） H15.1.10

助言 H15.1.40 I 0424 H15.4.40

えびの市 一部   
河川管理（管内上
流地区その２）

水　準 ２級  　42Km （株）国土開発コンサルタント H15.1.10

栗野町 一部 吉松町 一部 助言 H15.1.40 I 0425 H15.4.40
菱刈町 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　4点 朝日開発コンサルタンツ（株） H15.1.27

助言 H15.2.12 I 0444 H15.4.27

姶良町 一部   道路管理 座標変換 ２級  　 　4点 復建調査設計（株） H15.2.14
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H15.2.14 I 0446 H15.4.28
座標変換 ４級  　 　24点
基準点 ２級  　 　4点
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級  　 　14点

菱刈町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）久永コンサルタント H15.2.17
基準点 ４級 0.1 　 　14点 助言 H15.2.24 I 0461 H15.4.25
水　準 ３級  　5Km　4点

加世田市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　4点
（株）南九州都市開発研究事
務所

H15.4.1

座標変換 ４級  　 　46点 助言 H15.4.4 I 0464 H15.5.41
座標変換 地籍図根三角  　 　4点

鹿児島市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　2点 H15.4.4
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H15.4.4 I 0467 H15.4.28
基準点 ４級  　 　26点

鹿児島市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　2点 （株）キュートク H15.4.6

助言 H15.4.14 I 0487 H15.4.40
えびの市 一部   河川管理 カラー撮影 12500 104.6 国際航業（株） H15.4.11
川内市 一部 大口市 一部 助言 H15.4.14 I 0442 H15.4.41
樋脇町 一部 入来町 一部
東郷町 一部 宮之城町 一部
鶴田町 一部 菱刈町 一部
栗野町 一部 吉松町 一部
隼人町 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 鹿児島土木設計（株） H15.4.17

基準点 ２級  　 　1点 助言 H15.4.17 I 0446 H15.4.28
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　41点
平　板 500 0.1

鹿児島県　大口土木事務所

川内川工事事務所

川内川工事事務所

鹿児島国道工事事務所

川内川工事事務所

川内川工事事務所

川内川工事事務所

鹿児島県　大口土木事務所

鹿児島市中山東土地区画整理組合設立
発起人会

鹿児島国道工事事務所

鹿児島県　加世田市

川内川工事事務所

鹿児島国道工事事務所

（株）新日本技術コンサルタン
ト

河川管理（川内川）



　　九州地方

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

鹿児島県 鹿児島市 一部 姶良町 一部 道路防災対策 その他 ｽﾘｰﾗｲﾝｽｷｬﾅ 12.2 応用地質（株） H15.4.5
撮　影 10000 12.2 助言 H15.4.26 I 0508 H15.4.41
その他 1000 7.7

川内市 一部   道路計画 数値図化 1000 6.4 朝日航洋（株） H15.2.27
助言 H15.4.27 I 0515 H15.4.41

鹿児島市 一部   地形測量 基準点 １級  　 　1点 H15.4.14
基準点 ３級  　 　4点 助言 H15.4.28 I 0516 H15.4.28
基準点 ４級  　 　50点
水　準 簡級  　6.5Km
平　板 500 0.1

串間市 一部   計画 数値図化 1000 7.8 大成ジオテック（株） H15.2.16
垂水市 一部 志布志町 一部 助言 H15.4.41 I 0514 H15.4.41

大隈工事事務所

鹿児島国道工事事務所

鹿児島国道工事事務所

鹿児島国道工事事務所

（株）南日本技術コンサルタン
ツ
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