
　　　沖縄地方
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

那覇市 一部 南風原町 一部 計画 基準点 ３級  　 　3点 （株）大東エンジニヤリング H15.4.9
水　準 ３級  　3.2㎞助言 H15.4.9 J 0001 H15.10.16

南風原町 全域   都市計画 空　三  　 　12Ｍ H15.5.2
水　準 簡級  　9.8㎞助言 H15.5.6 J 0002 H15.5.30
数値図化 2500 10.7k㎡

沖縄市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　33点 (株)アジア測量設計 H15.5.20
基準点 ４級  　 　407点助言 H15.5.14 J 0003 H15.6.20
座標変換 0.9k㎡

沖縄市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 （株）海邦技研 H15.6.2
基準点 ３級  　 　20点助言 H15.5.21 J 0004 H15.6.30
基準点 ４級  　 　574点
座標変換 0.8k㎡

国頭村 一部   計画 基準点 ３級  　 　15点 三角エンジニアリング H15.7.29
基準点 ４級  　 　73点助言 H15.7.29 J 0005 琉球建設コンサルタント（株） H15.11.30
水　準 ３級  　 　11点
平　板 1000 0.1k㎡
路　線  　5.7㎞

宜野湾市 一部   計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)三笠建設コンサルタント H15.7.29
基準点 ３級  　 　3点助言 H15.7.29 J 0006 H16.1.30
基準点 ４級  　 　18点
水　準 ４級  　1.2㎞
路　線  　1.2㎞

那覇市 一部 豊見城市 一部 計画 基準点 ２級  　 　1点 (株)朝日建設コンサルタント H15.7.29
基準点 ３級  　 　6点助言 H15.7.29 J 0007 H16.2.10
基準点 ４級  　 　22点
水　準 ４級  　1.5㎞
平　板 1000 0.1k㎡
路　線  　1.7㎞

本部町 一部   その他 基準点 ３級  　 　2点 (株)大洋土木コンサルタント H15.7.29
基準点 ４級  　 　127点 H15.8.31
水　準 ４級  　 　8点助言 H15.7.29 J 0008
深　浅 0.5k㎡
平　板 500 0.1k㎡

佐敷町 全域   都市計画 写測図化 2500 10.6k㎡ H15.8.12
助言 H15.8.12 J 0009 H15.8.15

読谷村 一部   その他 基準点 ２級  　 　4点 (株)大洋土木コンサルタント H15.9.8
基準点 ３級  　 　16点助言 H15.9.8 J 0010 H16.3.12
基準点 ４級  　 　655点
平　板 1000 2.3k㎡

国頭村 一部 大宜味村 一部 ダム計画 水　準 ２級  　 　6点 琉球建設コンサルタント（株） H15.12.15
助言 H15.12.8 J 0011 H16.3.31

本部町 一部 那覇市 一部 その他 カラー撮影 3000 1.2k㎡ 三和航測(株) H15.12.5
カラー撮影 4000 3.4k㎡ H16.3.30
カラー撮影 3000 0.6k㎡ 助言 H15.12.5 J 0012
カラー撮影 4000 1.4k㎡

恩納村 一部   その他 写測図化 1000 3.2k㎡ 朝日航洋(株) H16.2.4
写測図化 2500 3.2k㎡ 助言 H16.2.4 J 0013 H16.2.10
基準点 ２級  　 　6点

恩納村 一部   その他 写測図化 1000  　3.2㎞ 朝日航洋(株) H16.2.4
写測図化 2500  　3.2㎞助言 H16.2.4 J 0014 H16.2.10
基準点 ２級  　 　6点

沖縄県

朝日航洋（株）代表取締役社長

沖縄総合事務局北部ダム事務所

文部科学省大臣官房文教施設部

沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務
所

佐敷町

読谷村

沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務
所

沖縄総合事務局南部国道事務所

沖縄総合事務局南部国道事務所

沖縄市

沖縄総合事務局北部国道事務所

沖電グローバルシステムズ
（株）

沖電グローバルシステムズ
（株）

測量地域 計画機関

沖縄県

南風原町

沖縄市比屋根土地区画整理組合
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　　　沖縄地方
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

沖縄市 一部   計画 基準点 ２級  　 　4点 (有)南土木設計事務所 H15.12.25
基準点 ３級  　 　4点助言 H15.12.25 J 0015 H16.3.30
基準点 ４級  　 　4点
水　準 ４級  　4.0㎞

名護市 一部 金武町 一部 ダム計画 水　準 ２級  　 　4点 H16.1.23
助言 H15.12.25 J 0016 H16.3.31

東風平町 一部   土地区画整理 平　板 500 0.1k㎡ 昭和（株） H16.2.23
基準点 ４級  　 　5点助言 H16.2.23 J 0017 H16.6.11

東風平町 一部   土地区画整理 平　板 500 0.1k㎡ 昭和（株） H16.3.23
基準点 ２級  　 　4点助言 H16.2.23 J 0018 H16.3.24
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級  　 　17点

金武町 一部 宜野座村 一部 ダム計画 基準点 １級  　 　2点 (株)大東エンジニヤリング H16.3.8
基準点 ２級  　 　3点助言 H16.3.8 J 0019 H16.3.26
基準点 ３級  　 　16点

沖縄県

沖縄総合事務局北部ダム事務所

沖縄総合事務局北部ダム事務所

東風平町富盛田園土地区画整理組合

東風平町役場

沖縄総合事務局南部国道事務所

（株）建設技術研究所九州支
社
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