
　　四国地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期

徳島県 鳴門市 一部 松茂町 一部 河川管理 水　準 ３級  　66.2Km 阿波測建（株） H14.4.1

北島町 一部 藍住町 一部 助言 H14.4.8 H 0001 H14.6.30

板野町 一部   
徳島市 一部 鳴門市 一部 総合計画 座標変換 対空標識点  　 　209点 三和航測（株） H14.4.30
小松島市 一部 阿南市 一部 空　三  　 　432Ｍ 助言 H14.4.19 H 0006 H14.6.30
佐那河内村 一部 那賀川町 一部
羽ノ浦町 一部 上那賀町 一部
木沢村 一部 木頭村 一部
由岐町 一部 日和佐町 一部
牟岐町 一部 海南町 一部
海部町 一部 宍喰町 一部
上板町 一部 土成町 一部
市場町 一部 川島町 一部

徳島市 全域 鳴門市 一部 河川管理 カラー撮影 15000 914.0 国際航業（株） H14.4.18

松茂町 全域 北島町 全域 座標変換 2500 79.2 助言 H14.5.10 H 0009 H14.10.31
藍住町 全域 板野町 一部 数値図修正 2500 79.2
上板町 一部 吉野町 全域
土成町 一部 市場町 一部
阿波町 一部 鴨島町 全域
川島町 全域 山川町 一部
美郷村 一部 木屋平村 一部
佐那河内村 一部 石井町 全域
神山町 一部   
阿南市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点 松本測量設計（株） H14.6.3

座標変換 ３級  　 　3点 助言 H14.6.10 H 0021 H14.6.28
基準点 ２級  　 　2点

阿南市 一部 那賀川町 一部 河川計画 基準点 １級  　 　34点 阿南測量設計（株） H14.6.3

羽ノ浦町 一部   基準点 ３級  　 　112点 助言 H14.6.10 H 0022 H14.9.30
阿南市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 協立測量設計（株） H14.6.3

助言 H14.6.10 H 0024 H14.8.5
松茂町 一部   下水道計画 座標変換 対標点  　 　6点 朝日航洋（株） H14.5.10

数値図化 500 1.0 助言 H14.6.10 H 0025 H14.8.30
空　三  　 　23Ｍ
水　準 ３級  　11.0Km

阿南市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点 松本測量設計（株） H14.6.5
座標変換 ３級  　 　2点 助言 H14.6.10 H 0027 H14.12.25
基準点 ２級  　 　2点
基準点 ３級  　 　1点

池田町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 松本測量設計（株） H14.6.4
助言 H14.6.21 H 0034 H14.9.30

上板町 全域   固定資産評価 カラー撮影 8000 34.5 玉野総合コンサルタント（株） H14.7.10
その他 対標設置  　 　15点 助言 H14.7.22 H 0053 H15.3.31

東祖谷山村 一部 西祖谷山村 一部 河川管理 座標変換 空三成果改算  　 　300点 アジア航測（株） H14.8.5

大西町 一部   数値図化 5000 118.7 助言 H14.8.13 H 0067 H14.10.21

徳島県　　池田町

徳島県　　上板町

四国地方整備局　　四国山地砂防工事事務
所

四国地方整備局那賀川工事事務所

徳島県　阿南農林事務所

徳島県　阿南農林事務所

徳島県　　松茂町

徳島県　　阿南市

測量地域 計画機関

四国地方整備局　徳島工事事務所

徳島県　　相生土木事務所

四国地方整備局　徳島工事事務所



　　四国地方

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

徳島県 由岐町 一部 日和佐町 全域 森林計画 撮　影 16000 480.0 （株）日航コンサルタント H14.8.19
牟岐町 全域 海南町 全域 助言 H14.8.30 H 0080 H14.11.29
海部町 全域 宍喰町 全域
海南町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 協立測量設計（株） H14.9.2

助言 H14.9.3 H 0082 H14.10.31
土成町 一部   座標変換 ２級  　 　54点 松本測量設計（株） H14.9.2

座標変換 ３級  　 　95点 助言 H14.9.11 H 0085 H14.11.30
鳴門市 一部   漁港図作成 撮　影 12500 2.3 富士測量（株） H14.9.30

写測図化 2500 0.2 助言 H14.10.9 H 0096 H14.12.30
水　準 簡級  　9.0Km
その他 対空標識  　 　3点
その他 標定点  　 　2点

鳴門市 一部   漁港図作成 撮　影 12500 6.9 富士測量（株） H14.9.30
写測図化 2500 0.3 助言 H14.10.9 H 0097 H14.12.30
水　準 簡級  　15.0Km
空　三  　 　3Ｍ
その他 対空標識  　 　3点

池田町 一部 東祖谷山村 一部 砂防基本計画 数値図化 5000 116.9 （株）パスコ H14.9.2

西祖谷山村 一部   助言 H14.10.11 H 0101 H14.10.21

東祖谷山村 一部   砂防基本計画 座標変換 5000 96.0 （株）パスコ H14.10.11

助言 H14.10.16 H 0102 H14.10.21

脇町 一部 美馬町 全域 河川維持管理 座標変換 2500 66.9 （株）パスコ H14.5.28

半田町 全域 貞光町 全域 撮　影 15000 2836.0 助言 H14.10.16 H 0103 H14.10.31
一宇村 全域 穴吹町 一部 数値図修正 2500 66.9
木屋平村 一部 三野町 全域
三好町 一部 池田町 全域
山城町 全域 井川町 全域
三加茂町 全域 東祖谷山村 全域
西祖谷山村 全域   
別子山村 一部   
大豊町 全域 本川村 全域

脇町 一部   
ほ場整備後の確定
測量

基準点 ２級  　 　7点 （株）北辰測量設計 H14.11.5

基準点 ３級  　 　10点 助言 H14.11.11 H 0110 H14.12.31
海南町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　9点 松本測量設計（株） H14.10.31

基準点 ３級  　 　5点 助言 H14.11.19 H 0117 H15.3.10
徳島市 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　2点 四国建設コンサルタント（株） H14.11.25

助言 H14.11.19 H 0118 H15.2.28

徳島市 一部 石井町 一部 河川管理 水　準 ３級  　38.8Km 興国測量（株） H14.11.18

藍住町 一部 上板町 一部 助言 H14.12.11 H 0126 H15.3.10
吉野町 一部 土成町 一部
市場町 一部 阿波町 一部
鴨島町 一部 川島町 一部
山川町 一部 脇町 一部
穴吹町 一部   

防衛施設庁　　広島防衛施設局

四国地方整備局　徳島工事事務所

四国地方整備局　四国山地砂防工事事務
所

四国地方整備局　四国山地砂防工事事務
所

徳島県　　脇町農林事務所

徳島県　　日和佐農林事務所

四国地方整備局　徳島工事事務所

徳島県　　土成町

徳島県　　阿南土木事務所

徳島県　　阿南土木事務所

徳島県　　日和佐農林事務所

徳島県

世界測地系へ座標
変換



　　四国地方

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

徳島県 脇町 一部 美馬町 一部 河川管理 水　準 ３級  　38.9Km 新弘測量（株） H14.11.18

半田町 一部 貞光町 一部 助言 H14.12.11 H 0127 H15.3.10
穴吹町 一部 三野町 一部
三好町 一部 池田町 一部
井川町 一部 三加茂町 一部

阿南市 一部 羽ノ浦町 一部 河川管理 基準点 １級  　 　22点 （株）フジタ建設コンサルタント H14.12.23

基準点 ３級  　 　84点 助言 H14.12.25 H 0132 H15.1.20
上勝町 一部   基準点 ２級  　 　1点 （株）第一測量設計事務所 H14.12.20

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.12.26 H 0134 H15.3.10
美馬町 一部 三野町 一部 森林計画 座標変換 5000 228.0 （株）航空撮影センター H15.1.6
三好町 一部 池田町 一部 助言 H14.12.27 H 0135 H15.3.10

鷲敷町 一部 相生町 一部 森林計画 座標変換 5000 27.0 （株）航空撮影センター H15.1.6
助言 H14.12.27 H 0136 H15.3.10

小松島市 一部   座標変換 ２級  　 　4点 （株）北辰測量設計 H14.12.2
座標変換 ３級  　 　7点 助言 H15.1.20 H 0138 H15.3.10
基準点 ３級  　 　2点

小松島市 一部   座標変換 ２級  　 　1点 （株）北辰測量設計 H14.12.2
座標変換 ３級  　 　2点 助言 H15.1.20 H 0139 H15.3.10
基準点 ３級  　 　3点

松茂町 全域   都市計画 座標変換 2500 13.1 国際航業（株） H15.1.15
白地図等 2500 5.5 助言 H15.1.20 H 0140 H15.3.20
編　集 2500 13.1
数値図修正 2500 13.1

阿南市 一部   河川管理 成果改算 ３級  　 　112点 阿波測建（株） H14.12.13

水　準 ３級  　 　9点 助言 H15.1.30 H 0145 H15.3.25
阿南市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 日晃測量設計（株） H14.12.20

助言 H15.1.30 H 0146 H15.3.28
徳島市 一部 鳴門市 一部 総合計画 座標変換 対標点成果  　 　74点 三和航測（株） H15.2.3
小松島市 一部 佐那河内村 一部 空　三  　 　621Ｍ 助言 H15.2.4 H 0148 H15.3.10
石井町 一部 神山町 全域
松茂町 全域 北島町 全域
藍住町 一部 板野町 一部
上板町 一部 吉野町 一部
土成町 一部 市場町 一部
阿波町 全域 鴨島町 全域
川島町 全域 山川町 全域
美郷村 全域 脇町 全域

阿南市 一部   河川管理 成果改算 2級水準  　 　32点 津乃峰測量設計（株） H14.12.12

成果改算 3級水準  　 　154点 助言 H15.2.7 H 0149 H15.3.25
水　準 ２級  　 　4点
水　準 ３級  　 　21点

四国地方整備局　那賀川工事事務所

徳島県　　阿南市

四国地方整備局　那賀川工事事務所

徳島県　　池田土木事務所

四国地方整備局　 那賀川工事事務所

徳島県　　徳島農林事務所

徳島県　　松茂町

徳島県　　徳島農林事務所

徳島県

徳島県

徳島県　　徳島農林事務所

四国地方整備局     徳島工事事務所

ほ場整備後の確定
測量

ほ場整備後の確定
測量

ほ場整備後の確定
測量



　　四国地方

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

徳島県 阿南市 一部 勝浦町 一部 総合計画 成果改算 対標点成果  　 　45点 富士測量（株） H15.2.17
上勝町 一部 神山町 一部 座標変換 標定点  　 　17点 助言 H15.2.17 H 0153 H15.2.27
鷲敷町 一部 相生町 一部 空　三  　 　607Ｍ
上那賀町 一部 木沢村 一部
木頭村 一部 由岐町 一部
日和佐町 一部 牟岐町 一部
海南町 一部 海部町 一部
宍喰町 一部   
板野町 一部   都市計画 座標変換 2500 36.2 朝日航洋（株） H15.2.5

カラー撮影 15000 18.3 助言 H15.2.28 H 0166 H15.3.20
写測修正 2500 18.3

池田町 一部 山城町 一部 総合計画 カラー撮影 12500 264.5 （株）航空撮影センター H15.3.10
空　三  　 　92Ｍ 助言 H15.3.6 H 0170 H15.3.31
水　準 簡級  　46.0
その他 対標設置  　 　17点

三好町 一部 三加茂町 一部 総合計画 数値図化 2500 59.6 三和航測（株） H15.3.14
助言 H15.3.19 H 0179 H15.3.25

鳴門市 一部   総合計画 数値図化 2500 21.6 三和航測（株） H15.3.14
助言 H15.3.19 H 0180 H15.3.25

阿南市 一部 由岐町 一部 総合計画 数値図化 2500 52.7 国際航業（株） H15.3.17
日和佐町 一部   助言 H15.3.19 H 0182 H15.3.31
日和佐町 一部 牟岐町 一部 総合計画 数値図化 2500 79.7 （株）ウエスコ H15.3.17
海南町 一部   助言 H15.3.19 H 0183 H15.3.31
宍喰町 一部   総合計画 数値図化 2500 18.9 富士測量（株） H15.3.17

助言 H15.3.19 H 0184 H15.3.31
香川県 豊浜町 全域   固定資産評価 カラー撮影 5000 16.4 アジア航測（株） H14.4.10

助言 H14.4.12 H 0003 H14.6.30
香川町 全域   世界測地系への 座標変換 2500 27.3 アジア航測（株） H14.4.12

座標変換 助言 H14.4.16 H 0005 H14.6.30
大野原町 全域   固定資産評価 カラー撮影 7000 51.7 アジア航測（株） H14.4.24

助言 H14.4.30 H 0007 H14.6.30
観音寺市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 49.1 アジア航測（株） H14.4.22

数値図化 2500 49.1 助言 H14.5.17 H 0012 H14.12.25
水　準 簡級  　44.0Km
空　三  　 　75Ｍ
その他 対標設置  　 　16点
その他 標定点  　 　5点

善通寺市 全域   座標変換 2500 39.9 アジア航測（株） H14.5.20
助言 H14.5.21 H 0015 H14.6.30

綾南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.6.25

助言 H14.6.14 H 0029 H15.3.31

綾上町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.6.25

助言 H14.6.14 H 0030 H15.3.31

綾南町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.7.12 H 0045 H15.3.31

三野町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.8.1

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.7.16 H 0049 H14.9.30

香川県　　中讃土地改良事務所

香川県　　中讃土地改良事務所

北川東地区土地改良事業共同施行

香川県　　西讃土地改良事務所

香川県　　観音寺市

香川県　　善通寺市

徳島県　日和佐土木事務所

香川県　　大野原町

香川県　　豊浜町

香川県　　香川町

徳島県　池田土木事務所

徳島県　鳴門土木事務所

徳島県　日和佐土木事務所

徳島県　日和佐土木事務所

板野町

徳島県

徳島県

世界測地系へ座標
変換



　　四国地方

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

香川県 丸亀市 一部 坂出市 一部 河川管理 座標変換 2500 32.4 国際航業（株） H14.7.16

観音寺市 一部 綾歌町 一部 カラー撮影 8000 190.0 助言 H14.7.22 H 0052 H15.2.28
飯山町 一部 宇多津町 一部 数値図修正 2500 32.4
満濃町 一部 琴平町 一部
多度津町 一部 仲南町 一部
引田町 一部   ほ場整備の確定 座標変換 ２級  　 　1点 光洋測量（有） H14.7.22

測量 基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.7.22 H 0055 H14.10.31
引田町 一部   ほ場整備の確定 基準点 ３級  　 　3点 光洋測量（有） H14.7.15

測量 助言 H14.7.22 H 0056 H14.11.29

丸亀市 一部 善通寺市 一部 道路計画 カラー撮影 10000 51.0 朝日航洋（株） H14.7.15

満濃町 一部 琴平町 一部 空　三  　 　24Ｍ 助言 H14.7.24 H 0057 H14.11.29
多度津町 一部 仲南町 一部 水　準 簡級  　31.4Km
財田町 一部   数値図化 2500 40.0

その他 対標設置  　 　15点

鳴門市 一部   道路計画図作成 カラー撮影 10000 33.8 国際航業（株） H14.7.22

高松市 一部 引田町 一部 数値図化 1000 1.8 助言 H14.7.31 H 0059 H14.10.31
水　準 簡級  　13.8Km
空　三  　 　11Ｍ
その他 対標設置  　 　13点

山本町 全域   総合計画 カラー撮影 4000 33.3 （株）パスコ H14.7.31
カラー撮影 12500 33.3 助言 H14.8.26 H 0073 H15.3.31
水　準 簡級  　48.0Km
空　三  　 　28Ｍ
その他 対標設置  　 　11点

三野町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　2点 （株）五星 H14.9.5
助言 H14.9.10 H 0083 H14.9.29

大内町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 （株）設計コンサルタント H14.9.20
助言 H14.9.11 H 0084 H14.11.30

丸亀市 一部 綾歌町 一部 河川管理 座標変換 ２級  　 　18点 （株）五星 H14.10.1

飯山町 一部 満濃町 一部 基準点 ３級  　 　177点 助言 H14.10.3 H 0093 H15.2.28
高松市 一部   農道計画 座標変換 ２級  　 　1点 （株）チェリーコンサルタント H14.10.15

基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.11.1 H 0107 H14.12.20
仁尾町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 （株）サンワコン H14.11.1

助言 H14.11.1 H 0108 H14.11.30

さぬき市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.12.1

基準点 ３級  　 　7点 助言 H14.11.11 H 0111 H15.3.30

高松市 一部   道路計画 座標変換 1000 2.4 国際航業（株） H14.11.10

助言 H14.11.15 H 0114 H14.11.30

満濃町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点
香川県土地改良事業団体連
合会

H14.11.20

基準点 ３級  　 　3点 助言 H14.11.15 H 0115 H15.3.28

四国地方整備局　　香川工事事務所

香川県　　満濃町

四国地方整備局　香川工事事務所

香川県　　東讃土地改良事務所

香川県　　仁尾町

香川県　　さぬき市

香川県　　三野町

香川県東讃土地改良事務所

四国地方整備局　香川工事事務所

香川県　　山本町

香川県　　引田町

四国地方整備局　　香川工事事務所

四国地方整備局　  香川工事事務所

香川県　　引田町



　　四国地方

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

香川県 満濃町 一部 琴平町 一部 公園計画 カラー撮影 4000 7.5 （株）日航コンサルタント H14.10.26

数値図化 500 3.2 助言 H14.11.19 H 0116 H15.3.20
水　準 簡級  　29.0Km
空　三  　 　36Ｍ
その他 標定点設置  　 　3点
その他 対標設置  　 　9点

善通寺市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 （株）ティーネットジャパン H14.11.25
基準点 ３級  　 　2点 助言 H14.11.19 H 0119 H15.2.28

坂出市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 三島開発コンサルタント（株） H14.11.28
基準点 ３級  　 　6点 助言 H14.11.28 H 0122 H14.12.27

綾歌町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 三島開発コンサルタント（株） H14.12.16
助言 H14.12.5 H 0123 H15.3.10

引田町 一部   
ほ場整備の確定測
量

座標変換 ２級  　 　1点 光洋測量（有） H14.12.2

座標変換 ３級  　 　1点 助言 H14.12.16 H 0129 H15.2.28
基準点 ３級  　 　2点

引田町 一部   ほ場整備の確定 基準点 ３級  　 　4点 光洋測量（有） H14.12.24
測量 助言 H14.12.25 H 0131 H15.3.24

さぬき市 一部   農道計画 座標変換 ２級  　 　1点 （株）マオカ設計 H14.12.16
三木町 一部   基準点 ３級  　 　9点 助言 H14.12.25 H 0133 H15.2.15
香南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 三島開発コンサルタント（株） H15.2.3

助言 H15.1.27 H 0141 H15.3.31
飯山町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 三島開発コンサルタント（株） H15.1.30

助言 H15.1.30 H 0142 H15.3.30
綾歌町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 三島開発コンサルタント（株） H15.1.27

助言 H15.1.30 H 0143 H15.3.31

飯山町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点
香川県土地改良事業団体連
合会

H15.1.27

助言 H15.1.31 H 0147 H15.3.26

引田町 一部 白鳥町 一部 道路計画 基準点 １級  　 　6点 復建調査設計（株） H15.2.17

大内町 一部   基準点 ２級  　 　6点 助言 H15.2.12 H 0152 H15.3.31
水　準 ２級  　9.4Km　6点

三木町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 （株）マオカ設計 H15.2.3
助言 H15.2.17 H 0154 H15.3.15

三木町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点 （株）マオカ設計 H15.2.3
助言 H15.2.17 H 0155 H15.3.15

庵治町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 1.4 アジア航測（株） H15.2.14
数値図化 500 1.4 助言 H15.2.20 H 0157 H15.3.31
撮　影 15000 15.8
写測修正 2500 15.8
空　三  　 　13Ｍ
その他 対標設置  　 　6点

観音寺市 一部 大野原町 一部 道路計画 成果改算 対標成果  　 　3点 朝日航洋（株） H15.1.6
豊中町 一部   座標変換 2500 5.0 助言 H15.2.21 H 0160 H15.3.20

白地図等 2500 5.0
数値図化 2500 4.5
編　集 2500 9.9
空　三  　 　4Ｍ

四国地方整備局　香川工事事務所

香川県東讃土地改良事務所

香川県東讃土地改良事務所

香川県　　庵治町

香川県　　綾歌町

農林水産省中国四国農政局　香川農地防
災事業所

四国地方整備局　  香川工事事務所

香川県　　東讃土地改良事務所

香川県　　引田町

香川県　　香南町

香川県　　飯山町

坂出市松山土地改良区

香川県　　綾歌町

香川県　　引田町

防衛施設庁　　広島防衛施設局

四国地方整備局国営讃岐まんのう公園工
事事務所



　　四国地方

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

香川県 高松市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 （株）五星 H15.2.20
基準点 ３級  　 　5点 助言 H15.2.21 H 0162 H15.3.20

丸亀市 一部 坂出市 一部 砂防計画 成果改算 対標点成果  　 　38点 アジア航測（株） H15.1.20
綾上町 一部 綾南町 一部 数値図化 2500 103.6 助言 H15.2.28 H 0165 H15.3.31
国分寺町 一部 綾歌町 一部 水　準 簡級  　160.0Km
飯山町 一部 宇多津町 一部 空　三  　 　208Ｍ
琴南町 一部   その他 標定点(刺針)  　 　3点
高松市 一部 さぬき市 一部 砂防計画(砂防基 成果改算 対標点成果  　 　41点 国際航業（株） H15.1.20
三木町 一部 牟礼町 一部 盤図) 水　準 簡級  　184.0Km 助言 H15.3.10 H 0173 H15.3.31
庵治町 一部 塩江町 一部 空　三  　 　266Ｍ
香川町 一部 香南町 一部 数値図化 2500 145.5
直島町 一部   
善通寺市 一部 観音寺市 一部 砂防計画(砂防基 成果改算 対標点成果  　 　38点 （株）パスコ H15.3.10
満濃町 一部 琴平町 一部 盤図) 空　三  　 　221Ｍ 助言 H15.3.11 H 0175 H15.3.31
多度津町 一部 仲南町 一部 数値図化 2500 177.4
高瀬町 一部 山本町 一部 水　準 簡級  　185.0Km
三野町 一部 大野原町 一部 その他 標定点(刺針)  　 　3点
豊中町 一部 詫間町 一部
仁尾町 一部 豊浜町 一部
財田町 一部   
高松市 一部   カラー撮影 10000 25.4 （株）協和コンサルタンツ H15.3.3

助言 H15.3.18 H 0178 H15.3.21
さぬき市 一部 引田町 一部 砂防計画(砂防基 成果改算 対標点成果  　 　33点 （株）ウエスコ H15.1.10
白鳥町 一部 池田町 一部 盤図) 数値図化 2500 110.0 助言 H15.3.19 H 0181 H15.3.31
土庄町 一部 内海町 一部 水　準 簡級  　144.0Km

空　三  　 　162Ｍ
その他 標定点(指針)  　 　25点

満濃町 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　1点 （株）五　星 H15.3.19

助言 H15.3.20 H 0185 H15.3.31
愛媛県 重信町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 7.3 アジア航測（株） H14.4.30

数値図化 500 1.5 助言 H14.5.15 H 0010 H14.6.28
空　三  　 　16Ｍ
水　準 簡級  　6.7Km
その他 対標設置  　 　6点

松前町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 （株）芙蓉調査設計事務所 H14.5.20
水　準 ４級  　 　4点 助言 H14.5.21 H 0013 H14.9.30

新居浜市 一部   固定資産税評価 撮　影 8000 108.0 （株）パスコ H14.5.24
助言 H14.5.21 H 0014 H14.7.31

宇和島市 一部   固定資産税評価 撮　影 4000 44.0 （株）パスコ H14.5.13
助言 H14.5.29 H 0016 H14.10.31

宇和島市 一部 宇和町 一部 砂防基盤図作成 座標変換 既設対標点  　 　66点 国際航業（株） H14.5.30
野村町 一部 城川町 一部 数値図化 2500 292.6 助言 H14.6.10 H 0023 （株）パスコ H14.7.31
吉田町 全域 三間町 全域 空　三  　 　408Ｍ アジア航測（株）
広見町 全域 松野町 全域 その他 水準点指針  　 　22点
日吉村 全域 津島町 全域
松山市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 南海測量設計（株） H14.5.29

助言 H14.6.17 H 0031 H14.7.27
松山市 一部 伊予市 一部 鉄道計画 基準点 ２級  　 　8点 南海測量設計（株） H14.6.23
松前町 一部   助言 H14.7.22 H 0050 H14.9.30

愛媛県　　松山地方局

愛媛県

愛媛県　　新居浜市

愛媛県　　宇和島市

愛媛県

愛媛県　　重信町

愛媛県　　松前町

四国地方整備局　  香川工事事務所

香川県

日本道路公団四国支社高松工事事務所

香川県

香川県

香川県　　高松土木事務所

香川県

道路沿道状況
写真撮影



　　四国地方

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

愛媛県 新居浜市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　2点 （株）芙蓉調査設計事務所 H14.8.5

基準点 ２級  　 　7点 助言 H14.8.20 H 0068 H15.3.31
水　準 ３級  　7.2Km

松山市 全域   都市計画 カラー撮影 12500 448.5 （株）ウエスコ H14.8.5
座標変換 2500 289.4 助言 H14.8.20 H 0069 （株）パスコ H15.3.25
白地図等 2500 289.4 （株）かんこう
数値図修正 2500 289.4

大西町 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 3.6 アジア航測（株） H14.8.28
数値図化 500 1.0 助言 H14.8.26 H 0078 H14.11.29
空　三  　 　12Ｍ
水　準 ３級  　5.8Km
その他 対標設置  　 　4点
その他 標定点  　 　3点

上浦町 全域   地形図修正 座標変換 2500 18.4 アジア航測（株） H14.9.1
写測修正 2500 18.4 助言 H14.10.9 H 0098 H14.12.15
白地図等 2500 18.4

伯方町 一部   総合計画 カラー撮影 8000 20.9 （株）パスコ H14.10.10
数値図化 1000 7.0 助言 H14.11.13 H 0113 H15.3.10
水　準 簡級  　15.5Km
空　三  　 　41Ｍ
その他 対標設置  　 　15点

川之江市 一部 伊予三島市 一部 道路台帳 カラー撮影 5000 14.6 （株）ウエスコ H14.10.24

水　準 簡級  　14.0Km 助言 H14.11.22 H 0120 H15.3.20
写測図化 500 0.9
空　三  　 　29Ｍ
その他 対標設置  　 　14点
その他 標定点  　 　5点

松山市 一部   道路台帳 座標変換 1000 2.1 （株）パスコ H14.11.11
座標変換 500 0.7 助言 H14.11.28 H 0121 H15.3.25
撮　影 8000 6.8
撮　影 4000 1.4
写測図化 1000 0.1
写測修正 500 0.1

新居浜市 一部   総合計画 座標変換 1000 53.9 （株）パスコ H15.2.1
数値図修正 1000 53.9 助言 H15.1.30 H 0144 H15.3.31

宇和町 一部 野村町 一部 河川管理 撮　影 12500 48.9 （株）パスコ H15.2.10

水　準 簡級  　48.0Km 助言 H15.2.7 H 0150 H15.3.31
空　三  　 　12Ｍ
数値図化 2500 9.2
その他 対標設置  　 　8点

肱川町 一部   ダム計画 成果改算 ２級  　 　23点 （株）富士建設コンサルタント H15.1.14

水　準 ２級  　24.0Km　8点 助言 H15.2.18 H 0156 H15.3.20
基準点 ３級  　 　40点
水　準 ３級  　3.0Km　5点

四国地方整備局　山鳥坂ダム工事事務所

四国地方整備局　野村ダム管理所

愛媛県　　新居浜市

愛媛県　　松山市

愛媛県　　伯方町

四国地方整備局　松山工事事務所

愛媛県　　上浦町

愛媛県　　松山市

愛媛県　　大西町

四国地方整備局　松山工事事務所



　　四国地方

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

愛媛県 内子町 一部   道路計画 カラー撮影 8000 5.4 国際航業（株） H15.2.6

数値図化 1000 0.6 助言 H15.2.21 H 0159 H15.3.25
水　準 簡級  　2.0Km
空　三  　 　4Ｍ
その他 対標設置  　 　4点

宇和町 一部 野村町 一部 河川管理 基準点 １級  　 　9点 四国建設コンサルタント（株） H15.2.1

基準点 ２級  　 　9点 助言 H15.2.21 H 0161 H15.3.20

大洲市 一部 長浜町 一部 河川管理 座標変換 2500 46.0 国際航業（株） H15.2.20

助言 H15.2.28 H 0164 H15.3.31
久万町 一部 小田町 一部 森林計画 座標変換 5000 135.0 （株）パスコ H15.3.1

写測修正 5000 53.3 助言 H15.3.10 H 0171 H15.3.20
面河村 一部 美川村 一部 森林計画 座標変換 5000 210.0 国際航業（株） H15.3.1
柳谷村 一部   写測修正 5000 61.5 助言 H15.3.10 H 0172 H15.3.20

高知県 吾川村 一部 仁淀村 一部 用地管理 基準点 ２級  　 　20点 復建調査設計（株） H14.4.10
柳谷村 一部   水　準 ２級  　11.2Km　9点 助言 H14.4.12 H 0002 H14.6.30

土佐市 一部 伊野町 一部 河川計画 座標変換 ２級  　 　56点 四国建設コンサルタント（株） H14.4.26

春野町 一部 日高村 一部 助言 H14.5.31 H 0017 H14.8.25

南国市 一部 土佐山田町 一部 河川計画 座標変換 ２級  　 　36点 （株）協同 H14.4.10

野市町 一部 吉川村 一部 助言 H14.5.31 H 0019 H14.7.31
東祖谷山村 一部   森林計画 撮　影 16000 944.0 （株）ウエスコ H14.8.15
西条市 一部 別子山村 一部 助言 H14.6.26 H 0036 H15.2.28
南国市 一部 土佐山田町 一部
香北町 一部 物部村 一部
本山町 一部 大豊町 一部
土佐山村 一部 土佐町 一部
大川村 一部 本川村 一部
池川町 一部 吾北村 一部

中村市 一部 宿毛市 一部
河川計画

及び管理
座標変換 2500 37.6 （株）パスコ H14.5.15

大方町 一部   カラー撮影 10000 162.6 助言 H14.8.8 H 0066 H14.12.10
空　三  　 　104Ｍ
数値図化 1000 8.5
数値図化 2500 2.4
写測修正 2500 6.5

高知市 一部 土佐市 一部 河川維持管理 座標変換 2500 54.0 （株）パスコ H14.7.1

伊野町 一部 春野町 一部 数値図修正 2500 7.4 助言 H14.8.26 H 0076 H14.12.28
日高村 一部   写測修正 2500 1.7

白地図等 2500 16.9

南国市 一部 土佐山田町 一部 河川維持管理 座標変換 2500 18.6 （株）パスコ H14.7.1

数値図修正 2500 3.7 助言 H14.8.26 H 0077 H14.12.28

四国地方整備局　高知工事事務所

四国地方整備局　高知工事事務所

四国地方整備局　　中村工事事務所

四国地方整備局高　知工事事務所

高知県

愛媛県

愛媛県

四国地方整備局　大渡ダム管理所

四国地方整備局  　高知工事事務所

四国地方整備局　野村ダム管理所

四国地方整備局　大洲工事事務所

四国地方整備局　  大洲工事事務所



　　四国地方

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

高知県 中村市 一部   河川改修 基準点 ２級  　 　4点 復建調査設計（株） H14.8.6

助言 H14.8.27 H 0079 H15.1.31
宿毛市 一部   道路計画 撮　影 8000 5.4 （株）ウエスコ H14.9.24

写測図化 1000 0.2 助言 H14.9.30 H 0088 H15.1.10
水　準 簡級  　6.5Km
空　三  　 　4Ｍ
その他 対空標識  　 　4点
その他 標定点  　 　2点

土佐町 一部   下水道計画 座標変換 ２級  　 　8点 オリジナル設計（株） H14.9.26
基準点 ３級  　 　8点 助言 H14.10.3 H 0094 H14.10.25

東祖谷山村 一部   砂防基本計画 数値図化 5000 116.7 国際航業（株） H14.9.2

香北町 一部 大豊町 一部 助言 H14.10.11 H 0100 H14.11.5
高知市 一部 南国市 一部 砂防計画 成果改算 対標成果  　 　19点 （株）パスコ H15.2.17
土佐山田町 一部 野市町 一部 空　三  　 　230Ｍ 助言 H15.2.21 H 0158 H15.3.31
吉川村 一部 伊野町 一部 数値図化 2500 50.0
春野町 一部   水　準 簡級  　200.0Km

その他 標定点(刺針)  　 　5点
窪川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 （有）成コンサルタント H15.2.25

助言 H15.2.25 H 0163 H15.3.14

高知市 一部 南国市 一部 海岸保全 撮　影 12500 88.9 国際航業（株） H15.2.7

春野町 一部   助言 H15.2.28 H 0167 H15.3.20

高知市 一部 南国市 一部 海岸保全 水　準 ２級 39.8Km　77点 （株）パスコ H15.2.11

春野町 一部   助言 H15.2.28 H 0168 H15.3.20
吾北村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 （株）中健 H15.3.5

助言 H15.3.6 H 0169 H15.3.30

中村市 一部   
砂防計画(砂防基
盤図)

座標変換 2500 408.0 国際航業（株） H15.3.4

編　集 2500 217.0 助言 H15.3.11 H 0174 H15.3.17

中村市 一部   河川改修 基準点 ３級  　 　5点
西建設技術コンサルタント

（有）
H15.3.20

助言 H15.3.17 H 0177 H15.3.28

四国地方整備局　中村工事事務所

高知県　　土佐町

高知県　　宿毛市

四国地方整備局　四国山地砂防工事事務
所

高知県

高知県

四国地方整備局　中村工事事務所

高知県

四国地方整備局　高知工事事務所

四国地方整備局　高知工事事務所

高知県
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