
　　　　中国地方

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

鳥取県 倉吉市 一部 大栄町 一部 ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.4.9
基準点 ２級  　 　4点 助言 H16.4.12 G 0005 H16.12.20

若桜町 全域 八東町 全域 森林計画 撮　影 16000 847.0㎢ 朝日航洋(株) H16.5.10
船岡町 全域 用瀬町 全域 助言 H16.4.19 G 0008 H16.10.31
佐治村 全域 智頭町 全域
日南町 一部   道路計画 数値図化 1000 5.0㎢ (株)パスコ H16.4.13
西城町 一部   直接定位計算 1000 5.0㎢ 助言 H16.4.30 G 0011 H16.6.30
船岡町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.5.28

助言 H16.5.28 G 0024 H16.12.31
西伯町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.6.8

助言 H16.6.8 G 0033 H17.3.25
日野町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.6.14

助言 H16.6.14 G 0041 H17.3.25
日野町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.6.14

助言 H16.6.14 G 0042 H17.3.18
東郷町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.6.24

助言 H16.6.24 G 0055 H17.3.20
三朝町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.6.24

助言 H16.6.24 G 0056 H16.12.20
岩美町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.7.6

基準点 ３級  　 　1点 助言 H16.7.6 G 0072 H16.12.31
基準点 ４級 0.8㎢

東郷町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.7.8
助言 H16.7.8 G 0075 H17.2.28

鳥取市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H16.7.13
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.7.13 G 0084 H16.12.31
基準点 ４級 0.2㎢

赤碕町 一部   基盤整備事業 座標変換 １級  　 　1点 ダイニチ技研(株) H16.7.14
基準点 ２級  　 　3点 助言 H16.8.10 G 0115 H17.1.31
基準点 ４級 0.1㎢

岩美町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 6.3㎢ (株)ウエスコ H16.8.5
空　三 500  　 　12Ｍ 助言 H16.8.10 G 0117 H17.3.25
数値図化 500 0.1㎢
水　準 ３級  　5.4Km

鳥取市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　14.0Km サイトウコンサルタント(株) H16.9.1
助言 H16.8.17 G 0121 H16.9.30

赤碕町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.8.25
助言 H16.8.25 G 0125 H17.2.18

八東町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.8.26
助言 H16.8.26 G 0131 H17.3.22

関金町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.8.26
助言 H16.8.26 G 0132 H17.3.10

三朝町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.8.31
助言 H16.8.31 G 0137 H17.3.10

郡家町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  西谷技術コンサルタント(株) H16.9.8
助言 H16.9.8 G 0147 H17.3.25

琴浦町 全域   航空写真撮影 カラー撮影 10000 139.9㎢ （株）ジェクト中国 H16.9.6
助言 H16.9.8 G 0148 H16.10.31

鳥取市 一部   国道の維持管理 水　準 ３級  　3.8Km シンワ技研コンサルタント(株) H16.9.13
水　準 ４級  　3.0Km 助言 H16.9.13 G 0150 H16.10.31

米子市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.3㎢ (株)ワールド H16.10.5
助言 H16.10.5 G 0165 H16.12.17

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

鳥取県　　米子市

鳥取県　　郡家町

鳥取県　　琴浦町

鳥取県

鳥取県　　赤碕町

鳥取県　　三朝町

鳥取県　　八東町

鳥取県　　関金町

鳥取県　　鳥取市

鳥取県　　赤碕町

鳥取県　　岩美町

鳥取県　　東郷町

大谷土地改良区

中国地方整備局三次河川国道事務所

鳥取県

鳥取県　　日野町

鳥取県　　日野町

鳥取県　　東郷町

鳥取県　　三朝町

鳥取県　　船岡町

測量地域 計画機関

大倉土地改良区

鳥取県　　西伯町
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　　　　中国地方

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

鳥取県 湯梨浜町 一部   都市計画 空　三 2500  　 　18Ｍ 写測エンジニアリング（株） H16.10.1
数値図化 2500 14.6㎢ 助言 H16.10.26 G 0187 H16.12.28
水　準 簡級  　10.0Km

鳥取市 全域   課税評価 撮　影 20000 1520.0㎢ (株)日航コンサルタント H16.10.1
助言 H16.11.19 G 0228 H16.12.31

鳥取市 一部 智頭町 一部 森林計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5000 87.0㎢ 朝日航洋(株) H16.12.15
船岡町 一部   空　三 5000 87.0㎢ 助言 H16.11.30 G 0238 H17.3.15
鳥取市 一部 日南町 全域 砂防計画 カラー撮影 10000 152.0㎢ 国際航業(株) H16.11.25
日野町 全域 南部町 全域 空　三 2500  　 　651Ｍ 助言 H16.11.30 G 0239 (株)ウエスコ H17.6.30
中山町 全域 八東町 全域 数値図化 2500 122.0㎢
若桜町 全域 智頭町 全域
大山町 全域 名和町 全域
湯梨浜町 一部   
倉吉市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 11.0㎢ 西谷技術コンサルタント(株) H16.12.15

空　三 1000  　 　9Ｍ 助言 H16.12.14 G 0263 H17.3.25
数値図化 1000 2.7㎢

鳥取市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 16.4㎢ サイトウコンサルタント(株) H16.9.27
基準点 街区多角点 16.4㎢ 助言 H17.1.7 G 0276 H17.1.17

鳥取市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 サイトウコンサルタント(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0341 H17.3.31

鳥取市 一部   地籍調査 座標変換 １級  　 　1点 サイトウコンサルタント(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0354 H17.3.31

鳥取市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　5点 サイトウコンサルタント(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0367 H17.3.31

島根県 津和野町 一部   下水道計画 数値図化 500 0.4㎢ （株）ワールド H16.4.6
助言 H16.4.6 G 0003 H16.5.31

東出雲町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　14点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.6.15
基準点 ４級 0.4㎢ 助言 H16.5.11 G 0015 H17.3.30

大田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　6点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.6.15
基準点 ４級 0.5㎢ H17.3.30

助言 H16.5.12 G 0016
吉田村 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.6.15

基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.5.13 G 0017 H17.3.30
頓原町 一部 赤来町 一部 森林計画 撮　影 20000 110.0㎢ (株)パスコ H16.4.28
仁多町 一部   助言 H16.5.26 G 0021 H16.10.31
桜江町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　1点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.8.2

基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.6.2 G 0027 H17.3.18
松江市 一部   基準点 ３級  　 　12点 (株)共立エンジニヤ H16.6.14

助言 H16.6.14 G 0038 H17.3.25
吉田村 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (有)松江測地社 H16.6.14

助言 H16.6.14 G 0039 H16.9.30
浜田市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 中電技術コンサルタント(株) H16.6.11

助言 H16.6.14 G 0044 H16.12.20
旭町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　13点 (有)松江測地社 H16.6.17

基準点 地籍図根点  助言 H16.6.17 G 0046 H16.12.20
匹見町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (有)松江測地社 H16.6.17

助言 H16.6.17 G 0050 H17.3.31
匹見町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (有)松江測地社 H16.6.17

助言 H16.6.17 G 0051 H17.3.31
海士町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.6.25

基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.6.18 G 0053 H17.3.15

島根県川本農林振興センター大田耕地
事業所

道路設計及び地
籍調査

島根県高規格道路事務所

島根県　　吉田村

島根県隠岐支庁

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

鳥取県　　鳥取市

鳥取県鳥取地方県土整備局

鳥取県　　湯梨浜町

広島国税局

鳥取県

島根県川本農林振興センター

鳥取県中部総合事務所

鳥取県

島根県　　匹見町

中国地方整備局浜田河川国道事務所

島根県　　旭町

島根県　　匹見町

島根県

島根県　　津和野町

島根県木次農林振興センター

島根県松江農林振興センター

土地・水資源局国土調査課
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　　　　中国地方

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

島根県 羽須美村 一部   基準点 ２級  　 　2点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.8.2
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.6.28 G 0063 H17.3.30

大田市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 0.9㎢ （株）ジェクト中国 H16.6.24
空　三 500  　 　19Ｍ 助言 H16.7.6 G 0073 H16.9.30
数値図化 500 0.5㎢
水　準 簡級  　7.0Km

浜田市 一部 三隅町 一部 道路計画 座標変換 1000 9.0㎢ (株)ウエスコ H16.7.1
助言 H16.7.8 G 0079 H17.2.28

斐川町 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 H16.7.9
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H16.7.9 G 0080 H16.12.31
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級  　 　70点

頓原町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.7.1
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.7.9 G 0082 H16.12.10

頓原町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.7.1
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.7.9 G 0083 H16.12.10

江津市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.7.20
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.7.13 G 0086 H17.3.31

出雲市 一部   土地区画整理 座標変換 ３級  　 　5点 (財)福岡土地区画整理協会 H16.7.20
基準点 ４級  　 　30点 助言 H16.7.20 G 0092 H16.10.25

松江市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)アトラス H16.7.26
助言 H16.7.26 G 0099 H17.1.31

都万村 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　3点 (有)松江測地社 H16.9.6
基準点 地籍図根点  助言 H16.7.26 G 0101 H17.1.28

松江市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  （株）ジェクト中国 H16.6.10
助言 H16.8.3 G 0107 H17.1.31

西郷町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　30点 (有)松江測地社 H16.8.5
基準点 地籍図根点  助言 H16.8.10 G 0116 H17.3.15

佐田町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (有)松江測地社 H16.8.25
助言 H16.8.25 G 0126 H17.1.17

頓原町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　13点 (有)松江測地社 H16.8.25
基準点 地籍図根点  助言 H16.8.25 G 0128 H17.3.31

益田市 一部 匹見町 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)大建コンサルタント H16.9.1
助言 H16.8.27 G 0135 H17.1.4

松江市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (有)松江測地社 H16.9.2
助言 H16.9.2 G 0141 H17.3.31

西郷町 一部   地籍調査 基準点  H16.9.7
助言 H16.9.13 G 0151 H17.3.15

鹿島町 一部   基準点 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H16.9.21
助言 H16.9.15 G 0153 H16.10.25

旭町 一部   地籍調査 座標変換  　 　19点 (有)松江測地社 H16.10.12
助言 H16.10.12 G 0167 H17.2.10

六日市町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　8点 オリエンタル測量(株) H16.10.8
基準点 ３級  　 　12点 助言 H16.10.12 G 0168 H17.3.23
基準点 ４級 21.3㎢

益田市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　4点 （株）岡崎測量 H16.10.18
基準点 ３級  　 　5点 助言 H16.10.18 G 0177 H17.3.23
基準点 ４級 0.1㎢

斐川町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　12点 島根県土地改良事業団体連合会 H16.11.1
基準点 ４級 0.4㎢ 助言 H16.10.22 G 0181 H17.3.30

（社）島根県公共嘱託登記土地家
屋調査士会

県営中山間地域
総合整備事業

島根県木次農林振興センター

島根県　　頓原町

島根県　　都万村

地籍図根点

灯台移設に伴う基
準点測量

島根県　　旭町

島根県益田農林振興センター

島根県松江水産事務所

島根県益田農林振興センター

島根県　　佐田町

島根県　　西郷町

島根県　　松江市

島根県益田土木建築事務所

中国地方整備局浜田河川国道事務所

斐川町神立土地区画整理組合

島根県　　大田市

島根県

島根県木次農林振興センター

島根県　　松江市

島根県　　松江市

出雲市築山土地区画整理組合

島根県浜田農林振興センター

島根県　　西郷町

島根県出雲農林振興センター
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　　　　中国地方

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

島根県 柿木村 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 石州測量設計(株) H16.10.25
基準点 ３級  　 　7点 助言 H16.10.26 G 0192 H17.3.23
基準点 ４級  　 　23点

邑南町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　29点 (有)松江測地社 H16.10.28
助言 H16.10.28 G 0198 H17.3.18

大東町 全域   総合計画 カラー撮影 20000 321.6㎢ （株）ワールド H16.11.17
直接定位計算 5000 152.2㎢ 助言 H16.11.17 G 0216 H17.1.31
数値図化 5000 152.2㎢

津和野町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　10点 (株)藤井測量設計 H16.11.15
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H16.11.17 G 0219 H17.3.23

益田市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　8点 益美コンサルタント(株) H16.11.30
基準点 ３級  　 　11点 助言 H16.11.24 G 0231 H17.3.23
基準点 ４級 0.2㎢

松江市 全域   座標変換 500 6.8㎢ 国際航業(株) H16.9.29
助言 H16.11.24 G 0232 H16.11.30

松江市 一部 安来市 一部 都市計画 数値図化 2500 49.2㎢ (株)アトラス H16.12.1
東出雲町 一部 玉湯町 一部 助言 H16.11.30 G 0243 (株)ウエスコ H17.2.28
益田市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 4.5㎢ （株）ワールド　益田営業所 H16.12.8

水　準 簡級  助言 H16.12.8 G 0252 H17.3.22
空　三 500  
数値図化 500 0.5㎢

江津市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 日発技研(株) H17.1.14
助言 H16.12.21 G 0267 H17.3.25

松江市 一部 安来市 一部 河川管理 基準点 １級  　 　21点 (株)共立エンジニヤ H16.12.20
東出雲町 一部   基準点 ３級  　 　96点 助言 H16.12.27 G 0271 H17.3.31

水　準 ３級  　40.5Km
平田市 一部   撮　影 10000 5.8㎢ （株）ワールド H16.12.27

空　三 2000  　 　3Ｍ 助言 H16.12.27 G 0272 H17.3.14
写測図化 2000 0.7㎢
水　準 簡級  　4.5Km

松江市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 19.4㎢ （株）ジェクト中国 H16.9.27
基準点 街区多角点 19.4㎢ 助言 H17.1.7 G 0277 H17.2.7

益田市 一部   河川管理 座標変換 2500 231.0㎢ 国際航業(株) H16.12.4
撮　影 10000 62.5㎢ 助言 H17.1.11 G 0291 H17.3.31
数値図修正 2500 1.0㎢

出雲市 全域 平田市 全域 砂防基盤図整備 空　三 2500  　 　4Ｍ (株)パスコ H16.9.10
斐川町 全域 佐田町 全域 数値図化 2500 149.3㎢ 助言 H17.2.1 G 0312 国際航業(株) H17.3.8
多伎町 全域 湖陵町 全域
大社町 全域   
大田市 一部   砂防基盤図整備 数値図化 2500 69.5㎢ 国際航業(株) H17.1.31

助言 H17.2.1 G 0313 H17.3.25
金城町 一部   地籍調査 座標変換  　 　9点 (有)松江測地社 H17.2.18

助言 H17.2.18 G 0321 H17.2.28
斐川町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　15点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.4.1

助言 H17.3.24 G 0334 H18.3.30
松江市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 （株）ジェクト中国 H16.9.27

助言 H17.3.29 G 0353 H17.3.31
松江市 一部   地籍調査 座標変換 １級  　 　3点 （株）ジェクト中国 H16.9.27

助言 H17.3.29 G 0359 H17.3.31
松江市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 （株）ジェクト中国 H16.9.27

助言 H17.3.29 G 0362 H17.3.31

世界測地系への
座標変換

地すべり防止事業
計画図作成

島根県　　松江市

中国地方整備局出雲河川事務所

松江地方法務局

島根県出雲土木建築事務所

島根県　　金城町

島根県出雲農林振興センター

中国地方整備局浜田河川国道事務所

島根県

中国地方整備局出雲河川事務所

島根県川本土木建築事務所

島根県

島根県　　益田市

島根県益田農林振興センター

島根県浜田土木建築事務所

島根県益田農林振興センター

島根県　　大東町

島根県　　邑南町

土地・水資源局国土調査課

島根県益田農林振興センター

島根県　　松江市
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　　　　中国地方

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

岡山県 岡山市 一部 総社市 一部 基準点 ２級  　 　7点 (株)チェリーコンサルタント H16.3.30
H16.5.31

助言 H16.4.6 G 0002
新見市 一部 哲多町 全域 地域森林計画 撮　影 20000 604.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H16.4.16
哲西町 全域 神郷町 全域 助言 H16.4.19 G 0007 H16.11.30
  大佐町 全域 勝山町 一部
美甘村 一部 新庄村 一部
金光町 一部   座標変換 ３級  　 　4点 西谷技術コンサルタント(株) H16.4.28

座標変換 ４級  　 　32点 助言 H16.4.30 G 0012 H16.7.30
金光町 一部   座標変換 ３級  　 　4点 (株)ヒロコン H16.4.28

座標変換 ４級  　 　35点 助言 H16.4.30 G 0013 H16.7.30
岡山市 一部 倉敷市 一部 水位観測所管理 水　準 ２級  　50.4Km (株)ヒロコン H16.5.18
総社市 一部 長船町 一部 助言 H16.5.19 G 0019 H16.8.31
瀬戸町 一部 御津町 一部
清音村 一部 船穂町 一部
吉井町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 岡山県土地改良事業団体連合会 H16.6.2

基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.6.2 G 0022 H16.10.31
基準点 ４級  　 　4点

玉野市 一部   下水道計画 既成図数値化 500 0.5㎢ (株)パスコ H16.6.2
数値図修正 500 0.5㎢ 助言 H16.6.2 G 0028 H16.7.20

井原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)ウエスコ H16.6.21
基準点 ３級  　 　5点 助言 H16.6.14 G 0036 H16.10.31
基準点 ４級  　 　119点

有漢町 全域   地形図作成 座標変換 地籍図根点  　 　5点 (株)アークコンサルタント H16.4.9
カラー撮影 12500 48.0㎢ 助言 H16.6.14 G 0037 H16.10.29
空　三 2500  　 　46Ｍ
数値図化 2500 48.0㎢

早島町 全域   座標変換 ３級  　 　165点 (株)パスコ H16.6.15
助言 H16.6.17 G 0049 H16.7.30

哲多町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.6.14
助言 H16.6.17 G 0052 H16.11.30

備中町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.5.27
助言 H16.6.22 G 0054 H17.3.31

川上町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　6点 日進測量(株) H16.6.28
基準点 地籍図根点  助言 H16.6.24 G 0057 H17.3.22

勝山町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  テクノス(株) H16.7.1
助言 H16.7.6 G 0071 H17.3.31

里庄町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.7.6
助言 H16.7.6 G 0074 H17.3.31

哲西町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.7.8
助言 H16.7.8 G 0076 H17.3.25

神郷町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.7.12
助言 H16.7.8 G 0078 H17.3.25

高梁市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.7.12
助言 H16.7.13 G 0088 H17.3.10

新見市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  アセス(株) H16.7.12
助言 H16.7.13 G 0089 H17.3.22

久米町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  アセス（株） H16.6.17
助言 H16.7.20 G 0091 H17.2.10

岡山市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.7.21
助言 H16.7.21 G 0094 H17.3.31

世界測地系へ座
標変換

中国四国農政局岡山南部農業水利事業
建設所

岡山南部農業水
利事業

世界測地系へ座
標変換

世界測地系への
座標変換

岡山県　　玉野市

中国地方整備局岡山国道事務所

中国地方整備局岡山河川事務所

岡山県　　岡山市

岡山県　　高梁市

岡山県　　新見市

岡山県　　久米町

岡山県　　哲西町

岡山県　　神郷町

岡山県　　里庄町

岡山県　　勝山町

岡山県　　有漢町

井原市土地開発公社

岡山県　　川上町

岡山県　　哲多町

岡山県　　吉井町

中国地方整備局岡山国道事務所

岡山県

岡山県　　備中町

岡山県　　早島町
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　　　　中国地方

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

岡山県 瀬戸町 全域   カラー撮影 8000 41.8㎢ 朝日航洋(株) H16.7.15
助言 H16.7.22 G 0096 H17.3.31

玉野市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.7.23
助言 H16.7.26 G 0102 H18.3.17

倉敷市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  （株）水島測量設計コンサルタント H16.7.30
助言 H16.7.29 G 0104 H16.8.31

久米南町 一部   公共下水道計画 座標変換 ２級  　 　3点 テクノス(株) H16.8.1
座標変換 ３級  　 　19点 助言 H16.7.29 G 0106 H16.10.31
基準点 ３級  　 　12点

北房町 一部   町道改良工事 座標変換 ２級  　 　2点 (有)アイテックコンサルタント H16.8.3
基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.8.17 G 0123 H16.11.30

井原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (株)ウジョウ H16.7.9
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.8.25 G 0129 H17.3.22
基準点 ４級 0.2㎢

玉野市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 1.4㎢ (株)パスコ H16.8.23
カラー撮影 5000 2.1㎢ 助言 H16.8.25 G 0130 H16.10.29
直接定位計算 500 0.4㎢
数値図化 500 0.4㎢

倉敷市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.8.30
助言 H16.8.31 G 0136 H16.9.30

倉敷市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　3点 中村測量設計(株) H16.9.1
基準点 地籍図根点  助言 H16.9.6 G 0144 H16.9.30

岡山市 一部 邑久町 一部 ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)ウジョウ H16.8.17
基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.9.15 G 0152 H17.2.28
基準点 ４級 0.3㎢

牛窓町 一部 邑久町 一部 砂防計画 座標変換  (株)ウエスコ H16.10.1
長船町 一部   空　三 2500  　 　77Ｍ 助言 H16.10.12 G 0166 H17.2.25

数値図化 2500 16.1㎢
寄島町 一部   基準点設置 基準点 ３級  　 　4点 テクノス(株) H16.10.17

基準点 ４級  　 　43点 助言 H16.10.18 G 0176 H16.10.31
高梁市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 (有)タニムラ H16.9.22

基準点 ３級  　 　11点 助言 H16.10.18 G 0179 H17.2.28
基準点 ４級 1.5㎢

岡山市 一部   河川管理 水　準 ２級  　12.0Km (株)ヒロコン H16.10.26
助言 H16.10.26 G 0190 H16.11.30

倉敷市 一部   水　準 ２級  　25.2Km 中電技術コンサルタント(株) H16.11.1
助言 H16.11.1 G 0203 H17.1.28

倉敷市 一部   座標変換 座標変換 ３級  　 　4点 (株)相互設計 H16.11.1
座標変換 ４級  　 　67点 助言 H16.11.2 G 0205 H16.11.30

灘崎町 一部   砂防基盤図整理 空　三 2500  　 　17Ｍ (株)エイトコンサルタント H16.11.10
数値図化 2500 8.3㎢ H17.3.31

助言 H16.11.10 G 0211
和気町 全域   座標変換 地籍図根点  　 　171点 (株)ウジョウ H16.6.25

助言 H16.11.17 G 0217 H16.12.24
鴨方町 一部   座標変換 ３級  　 　2点 西谷技術コンサルタント(株) H16.11.15

座標変換 ４級  　 　17点 助言 H16.11.17 G 0218 H16.12.30
御津町 全域 建部町 全域 砂防基盤図整備 空　三 2500  　 　362Ｍ 玉野総合コンサルタント(株) H16.11.8
旭町 全域 吉備中央町 一部 数値図化 2500 182.6㎢ 国際航業(株) H17.1.31

助言 H16.11.19 G 0223 アジア航測(株)
復建調査設計(株)

世界測地系へ座
標変換
世界測地系へ座
標変換

中国地方整備局岡山河川事務所

岡山県岡山地方振興局建設部建部建設
事務所

固定資産税課税
客体現況調査

台風被害調査に
伴う水準測量

岡山県岡山地方振興局建設部玉野建設
事務所

中国地方整備局岡山河川事務所

岡山県　　高梁市

岡山県　　寄島町

岡山県　　倉敷市

岡山県岡山地方振興局

岡山県岡山地方振興局

岡山県　　倉敷市

岡山県　　倉敷市

岡山県　　玉野市

岡山県　　北房町

岡山県　　倉敷市

岡山県　　久米南町

岡山県　　井原市

岡山県　　玉野市

中国地方整備局岡山国道事務所

岡山県　　和気町

岡山県　　瀬戸町
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　　　　中国地方

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

岡山県 鴨方町 全域   座標変換 地籍図根点  　 　99点 (株)ウジョウ H16.11.19
助言 H16.11.19 G 0225 H17.3.31

山手村 全域   座標変換 地籍図根点  　 　34点 (株)ウジョウ H16.11.18
助言 H16.11.24 G 0233 H17.1.28

早島町 一部 山手村 一部 砂防基盤図整備 数値図修正 2500 44.7㎢ 国際航業(株) H16.11.25
清音村 一部 船穂町 一部 助言 H16.11.30 G 0240 H17.3.31
真備町 一部   
倉敷市 一部   公共基準点測量 座標変換 １級  　 　1点 (株)なんば技研 H16.12.10

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H16.11.30 G 0242 H17.2.20
基準点 ３級  　 　18点

笠岡市 全域   下水道計画 カラー撮影 4000 19.9㎢ (株)パスコ　岡山支社 H16.12.3
直接定位計算 500  　 　73点 助言 H16.12.3 G 0249 H17.3.31
水　準 ３級  　35.1Km
数値図化 500 2.5㎢
撮　影 10000 136.0㎢

御津町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 114.4㎢ 写測エンジニアリング（株） H16.11.29
座標変換 2500 114.4㎢ 助言 H16.12.13 G 0256 H17.2.28
既成図数値化 2500 114.4㎢
数値図修正 2500 114.4㎢

岡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)山陽設計 H16.12.20
基準点 ３級  　 　10点 助言 H16.12.13 G 0257 H17.3.31
基準点 ４級  　 　63点

金光町 一部   座標変換 ３級  　 　6点 (株)エイトコンサルタント H16.12.10
座標変換 ４級  　 　86点 助言 H16.12.13 G 0259 H17.1.31

倉敷市 全域 真備町 全域 カラー撮影 4000 354.0㎢ (株)パスコ H16.11.17
船穂町 全域   助言 H16.12.14 G 0262 H17.3.31
山陽町 全域 熊山町 全域 都市計画 カラー撮影 8000 209.4㎢ 朝日航洋(株) H16.11.11
赤坂町 全域 吉井町 全域 直接定位計算 2500 209.4㎢ 助言 H16.12.27 G 0264 H17.3.31

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 209.4㎢
座標変換 2500 34.6㎢
数値図修正 2500 34.6㎢

玉野市 一部   下水道計画 既成図数値化 500 0.3㎢ (株)パスコ H16.12.22
直接定位計算 500 0.2㎢ 助言 H16.12.21 G 0266 H17.3.22
数値図化 500 0.2㎢

総社市 全域   カラー撮影 4000 192.3㎢ (株)パスコ H16.11.24
助言 H16.12.21 G 0269 H17.3.28

岡山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 17.1㎢ (株)エイトコンサルタント H16.9.27
基準点 街区多角点 17.1㎢ 助言 H17.1.7 G 0278 H17.1.27

岡山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 21.0㎢ (株)アイエスコンサルタント H16.9.27
基準点 街区多角点 21.0㎢ 助言 H17.1.7 G 0279 H17.2.21

倉敷市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 28.7㎢ (株)ウエスコ H16.9.27
基準点 街区多角点 28.7㎢ 助言 H17.1.7 G 0280 H17.3.9

鴨方町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 (有)渋田測量事務所 H17.1.19
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.1.19 G 0293 H17.3.31

落合町 一部   都市計画 既成図数値化 2500 0.1㎢ アジア航測(株) H16.11.9
座標変換 2500 0.1㎢ 助言 H17.1.21 G 0299 H17.3.31
写測修正 2500 0.1㎢
数値図化 2500 5.9㎢

岡山市 一部   水　準 ２級  　49.7Km (株)荒谷建設コンサルタント H17.1.19
助言 H17.1.19 G 0303 H17.3.15

固定資産基礎資
料作成

中国地方整備局岡山河川事務所河川計画および河
川管理

世界測地系へ座
標変換
世界測地系へ座
標変換

世界測地系へ座
標変換
固定資産基礎資
料作成

岡山県　　鴨方町

土地・水資源局国土調査課

岡山県　　総社市

岡山県　　山陽町

中国地方整備局岡山国道事務所

岡山県　　倉敷市

岡山県　　御津町

足守土地改良区

岡山県　　玉野市

岡山県　　鴨方町

岡山県　　笠岡市

岡山県　　倉敷市

岡山県　　山手村

岡山県倉敷地方振興局

岡山県　　落合町

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課
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　　　　中国地方

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

岡山県 岡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)ウエスコ H17.2.7
基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.2.7 G 0315 H17.3.31
基準点 ４級  　 　31点

日生町 全域 熊山町 全域 砂防基盤図整備 カラー撮影 20000  　 　9点 (株)パスコ H17.2.10
瀬戸町 全域 吉永町 全域 空　三 2500  　 　393Ｍ 助言 H17.2.14 G 0317 中日本航空(株) H17.3.31
吉井町 全域 佐伯町 全域 数値図化 2500 220.5㎢ 朝日航洋(株)
赤坂町 全域 山陽町 全域 直接定位計算 2500  　 　9点 (株)エイトコンサルタント

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 21.8㎢ 中電技術コンサルタント(株)
(株)ウエスコ
(株)荒谷建設コンサルタント
写測エンジニアリング（株）

奥津町 一部   ダム管理 カラー撮影 12500 30.5㎢ (株)パスコ H17.2.22
空　三 2500  　 　22Ｍ 助言 H17.2.22 G 0324 H17.3.31
数値図化 2500 15.8㎢
航空レーザ 51.5㎢

倉敷市 一部   公共基準点測量 基準点 ２級  　 　4点 (株)なんば技研 H17.2.28
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.3.8 G 0327 H17.3.15

御津町 全域   座標変換 ２級  　 　61点 日進測量(株) H17.3.4
座標変換 ３級  　 　174点 助言 H17.3.8 G 0328 H17.3.7

倉敷市 一部   地籍調査 座標変換 １級  　 　2点 (株)ウエスコ H16.9.27
座標変換 ２級  　 　9点 助言 H17.3.29 G 0343 H17.3.31
座標変換 ３級  　 　8点

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)アイエスコンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0348 H17.3.31

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)エイトコンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0349 H17.3.31

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 １級  　 　4点 (株)エイトコンサルタント H16.9.27
座標変換 ２級  　 　3点 助言 H17.3.29 G 0350 H17.3.31

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　7点 (株)アイエスコンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0351 H17.3.31

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)アイエスコンサルタント H16.8.27
助言 H17.3.29 G 0352 H17.3.30

岡山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)アイエスコンサルタント H16.8.27
助言 H17.3.29 G 0363 H17.3.31

広島県 三原市 一部 尾道市 一部 道路計画 基準点 １級  　 　2点 (株)セトウチ H16.4.10
基準点 ２級  　 　3点 助言 H16.4.2 G 0001 H16.6.30
基準点 ３級  　 　12点
水　準 ３級  　16.4Km

西城町 一部 東城町 全域 森林計画 撮　影 20000 886.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H16.4.21
神石町 全域 油木町 全域 助言 H16.4.14 G 0006 H16.12.24
豊松村 全域 三和町 一部
府中市 一部   
庄原市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　2点 広建コンサルタンツ(株) H16.3.9

座標変換 ３級  　 　1点 助言 H16.4.19 G 0009 H16.8.31
基準点 ３級  　 　2点

三次市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　8点 太陽コンサルタンツ(株) H16.3.5
水　準 ３級  　11.3Km 助言 H16.4.20 G 0010 H16.11.30

豊栄町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  広島県土地改良事業団体連合会 H16.4.30
助言 H16.4.30 G 0014 H16.9.30

大竹市 一部   基準点 ２級  　 　2点 玉野総合コンサルタント(株) H16.5.24
助言 H16.5.18 G 0018 H16.9.30

岡山県東備地方振興局

岡山県　　倉敷市

世界測地系へ座
標変換

救難施設
あたた防災広場
測量業務

足守土地改良区

岡山県国体・スポーツ大会局

中国地方整備局岡山河川事務所

岡山県　　岡山市

岡山県　　岡山市

岡山県岡山地方振興局

岡山県　　倉敷市

岡山県　　御津町

中国地方整備局苫田ダム工事事務所

中国地方整備局岡山河川事務所

広島県備北地域事務所

広島県　　豊栄町

広島県　　大竹市

広島県　　庄原市

広島県

中国地方整備局福山河川国道事務所
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　　　　中国地方

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

広島県 広島市 一部 呉市 一部 電線共同溝設計 基準点 ４級 0.1㎢ 中電技術コンサルタント(株) H16.5.24
竹原市 一部   水　準 ３級  　16.4Km 助言 H16.5.26 G 0020 H16.10.31
広島市 一部   ほ場整備 座標変換 ３級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.5.27

基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.5.27 G 0023 H17.3.15
比和町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.5.31

基準点 ２級  　 　2点 助言 H16.5.31 G 0025 H17.3.31
安芸高田市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.2

座標変換 ３級  　 　1点 助言 H16.6.2 G 0026 H17.3.31
基準点 ３級  　 　1点

安芸高田市 一部   ほ場整備 座標変換  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.4
基準点 ３級  　 　5点 助言 H16.6.4 G 0029 H17.3.31

安芸高田市 一部   ほ場整備 座標変換  　 　4点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.4
基準点 ３級  　 　8点 助言 H16.6.4 G 0030 H17.3.31

尾道市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 (株)ゼロ H16.6.4
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.6.4 G 0031 H16.7.31

広島市 一部   17条地図作成 基準点 ２級  　 　2点 河井・高岡合同事務所 H16.6.10
基準点 ２級  　 　8点 助言 H16.6.4 G 0032 H16.9.10

神石町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.6.10
助言 H16.6.10 G 0035 H17.3.25

三次市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 中国工務(株) H16.6.21
助言 H16.6.17 G 0048 H16.8.30

甲山町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.24
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.6.24 G 0058 H17.3.31

甲山町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.24
助言 H16.6.24 G 0059 H17.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.24
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.6.24 G 0060 H17.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.24
基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.6.24 G 0061 H17.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　5点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.6.24
助言 H16.6.24 G 0062 H17.3.31

広島市 一部   確定測量 基準点 ３級  　 　5点 (株)日野原富士コンサルタント H16.7.5
基準点 ４級  　 　30点 助言 H16.7.5 G 0068 H16.9.30

豊平町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　5点 大和コンサル(株) H16.7.10
基準点 地籍図根点  助言 H16.7.6 G 0070 H17.3.26

大崎上島町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ウジョウ H16.7.9
助言 H16.7.9 G 0081 H17.3.25

福山市 一部   土地改良 基準点 １級  　 　4点 (株)富士工業コンサルタント H16.7.13
基準点 ３級  　 　7点 助言 H16.7.13 G 0087 H16.9.30
基準点 ４級 0.1㎢

三次市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　39点 フクヨシエンジニアリング(株) H16.7.20
助言 H16.7.20 G 0090 H16.11.30

御調町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.7.20
助言 H16.7.20 G 0093 H17.2.28

呉市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　12点 (株)広測コンサルタント H16.7.26
基準点 地籍図根点  助言 H16.7.26 G 0098 H17.3.31

湯来町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)ダイワ測量 H16.8.2
助言 H16.7.26 G 0100 H16.10.5

油木町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　10点 (有)山陽ケーエスシー H16.7.27
基準点 地籍図根点  助言 H16.7.27 G 0103 H17.3.11

総領町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.8.6
助言 H16.8.6 G 0109 H17.3.31

広島県芸北地域事務所

中国地方整備局広島国道事務所

広島県　　広島市

中国地方整備局三次河川国道事務所

福山市土地改良区

広島県尾三地域事務所

広島県　　油木町

広島県　　呉市

広島法務局

広島県　　総領町

広島県　　湯来町

広島県　　豊平町

広島県芸北地域事務所

尾道市高須第一農住組合

広島県

広島県尾三地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県　　神石町

広島県尾三地域事務所

広島県　　安芸高田市

広島県　　大崎上島町

広島県備北地域事務所

広島県備北地域事務所
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　　　　中国地方

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

広島県 蒲刈町 全域   道路台帳 座標変換 1000 3.0㎢ (株)日航コンサルタント H16.7.16
数値図化 1000 3.0㎢ 助言 H16.8.12 G 0111 H16.12.28

豊町 一部   集落排水事業 座標変換 1000 0.3㎢ 広島県土地改良事業団体連合会 H16.8.2
数値図化 1000 0.3㎢ 助言 H16.8.12 G 0113 H16.9.15

東城町 一部   地籍調査 座標変換  　 　110点 (株)ウジョウ H16.7.15
助言 H16.8.18 G 0124 H16.9.30

廿日市市 一部   道路計画 座標変換 ３級  　 　4点 (株)日航コンサルタント H16.8.27
基準点 ４級  　 　6点 助言 H16.8.27 G 0133 H16.10.31

三原市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  日進測量(株) H16.8.23
助言 H16.8.31 G 0138 H16.12.28

世羅町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.9.6
座標変換 地籍図根点  　 　5点 助言 H16.9.6 G 0143 H17.3.31
基準点 地籍図根点  

因島市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 ミネオカ測量設計(株) H16.7.23
基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.9.13 G 0149 H16.11.19

三次市 一部   河川管理 座標変換 ２級  　 　2点 (株)セトウチ H16.9.14
基準点 ３級  　 　2点 H16.12.20

助言 H16.9.21 G 0155
府中市 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.9.28

基準点 ３級  　 　4点 助言 H16.9.28 G 0158 H16.12.15
福山市 一部 尾道市 一部 河川計画 水　準 ３級  　17.2Km 中電技術コンサルタント(株) H16.10.18

助言 H16.10.13 G 0174 H17.1.31
廿日市市 全域   地形図作成 カラー撮影 10000 388.2㎢ (株)日航コンサルタント H16.9.16

数値図修正 2500 15.2㎢ 助言 H16.10.22 G 0184 H17.3.25
神石町 全域 東城町 全域 森林計画 写測修正 5000 398.7㎢ (株)日航コンサルタント H16.10.1

助言 H16.10.26 G 0189 H17.3.18
庄原市 一部 西城町 一部 河川管理 成果改算 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H16.10.25

成果改算 ３級  　 　10点 H17.1.28
基準点 ２級  　 　3点 助言 H16.10.26 G 0191
基準点 ３級  　 　2点
水　準 ３級  　6.0Km

広島市 一部 廿日市市 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 622.0㎢ 国際航業(株) H16.10.8
大竹市 一部 大野町 一部 助言 H16.10.27 G 0196 H16.11.30
湯来町 一部   
豊町 一部   海岸保全 基準点 １級  　 　3点 (株)セトウチ H16.10.25

基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.10.27 G 0197 H17.3.18
広島市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 (株)アキテクノス H16.11.1

基準点 ４級 1.7㎢ H17.3.16
助言 H16.11.1 G 0202

河内町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)セトウチ H16.10.20
助言 H16.11.2 G 0206 H17.3.7

沼隈町 一部   下水道計画 撮　影 5000 2.3㎢ アジア航測(株) H16.11.5
空　三 500  　 　4Ｍ 助言 H16.11.5 G 0208 H17.3.31
数値図化 500 0.8㎢
水　準 ３級  　6.1Km

久井町 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.11.10
助言 H16.11.10 G 0209 H17.3.31

広島市 一部 安芸高田市 一部 河川管理 航空レーザ 航空ﾚｰｻﾞ測量 10.3㎢ 国際航業(株) H16.10.6
湯来町 一部 安芸大田町 一部 助言 H16.11.10 G 0212 H16.11.19
三次市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 太陽コンサルタンツ(株) H16.11.11

助言 H16.11.11 G 0213 H17.2.28

中国地方整備局江の川総合開発工事事
務所

広島県　　廿日市市

広島県　　久井町

広島県東広島地域事務所

広島県　　沼隈町

中国地方整備局太田川河川事務所

広島県

中国地方整備局広島国道事務所

広島県備北地域事務所

広島県　　豊町

広島県呉地域事務所

広島県福山地域事務所

広島県　　府中市

日本道路公団中国支社広島工事事務所

広島県尾三地域事務所

広島県　　世羅町

広島県　　三原市

広島県　　東城町

広島県　　蒲刈町

広島県備北地域事務所建設局庄原支局

中国地方整備局太田川河川事務所
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　　　　中国地方

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

広島県 三次市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 復建調査設計(株) H16.11.11
助言 H16.11.11 G 0214 H17.2.28

総領町 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　2点 (株)セトウチ H16.11.10
H16.12.20

助言 H16.11.11 G 0215
福山市 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H16.11.13

助言 H16.11.17 G 0222 H17.3.31
東広島市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　7点 (株)広測コンサルタント H16.11.19

助言 H16.11.19 G 0224 H17.2.28
大崎上島町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)セトウチ H16.11.19

助言 H16.11.19 G 0226 H17.2.10
三次市 一部   ダム管理 カラー撮影 10000 68.0㎢ (株)パスコ H16.11.18

直接定位計算 1000 5.0㎢ 事務所 H17.3.10
数値図化 1000 5.0㎢ 助言 H16.11.24 G 0234

安芸高田市 一部   ダム管理 水　準 ２級  　6.0Km フクヨシエンジニアリング(株) H16.12.10
助言 H16.11.29 G 0236 H17.2.28

沼隈町 全域   道路台帳 カラー撮影 10000 65.1㎢ 国際航業(株) H16.12.3
空　三 1000  　 　34Ｍ 助言 H16.11.30 G 0244 H18.3.31
水　準 簡級  　31.0Km
数値図化 1000 65.1㎢

廿日市市 一部   地籍調査 座標変換  　 　1点 大和コンサル(株) H16.12.2
助言 H16.12.2 G 0247 H17.3.25

尾道市 一部   海岸保全 基準点 １級  　 　3点 (株)セトウチ H16.12.13
基準点 ３級  　 　1点 助言 H16.12.8 G 0250 H17.2.13

東広島市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 3.5㎢ (株)日航コンサルタント H16.12.8
空　三 500  　 　32Ｍ 助言 H16.12.8 G 0251 H17.3.31
水　準 簡級  　15.0Km
写測図化 500 2.0㎢

福山市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)セトウチ H16.12.10
助言 H16.12.10 G 0253 H17.3.25

廿日市市 一部   計画 基準点 １級  　 　3点 (株)ヒロコン H16.12.9
基準点 ２級  　 　3点 H17.3.25
基準点 ３級  　 　7点 助言 H16.12.10 G 0255

大和町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)セトウチ H16.12.20
助言 H16.12.13 G 0258 H17.3.14

福山市 一部   道路事業 基準点 ３級  　 　9点 復建調査設計(株) H16.12.13
助言 H16.12.13 G 0260 H16.12.24

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　7点 広島県土地改良事業団体連合会 H16.12.21
助言 H16.12.21 G 0268 H17.3.31

三次市 一部 総領町 一部 ダム管理 航空レーザ 10.0㎢ (株)パスコ H16.12.24
H17.3.10

助言 H16.12.24 G 0270
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 15.1㎢ (株)協同コンサルタント H16.9.27

基準点 街区多角点 15.1㎢ 助言 H17.1.7 G 0281 H17.1.11
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 22.6㎢ (株)セトウチ H16.9.27

基準点 街区多角点 22.6㎢ 助言 H17.1.7 G 0282 H17.2.3
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 23.4㎢ (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27

基準点 街区多角点 23.4㎢ 助言 H17.1.7 G 0283 H17.2.28
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 15.9㎢ 復建調査設計(株) H16.9.27

基準点 街区多角点 15.9㎢ 助言 H17.1.7 G 0284 H17.1.24
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 19.7㎢ (株)瀬戸内開発コンサルタント H16.9.27

基準点 街区多角点 19.7㎢ 助言 H17.1.7 G 0285 H17.1.27

中国地方整備局江の川総合開発工事事
務所

中国地方整備局江の川総合開発工事事
務所

広島県広島地域事務所建設局廿日市支
局

広島県東広島地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県東広島地域事務所

中国地方整備局江の川総合開発工事

広島県　　東広島市

中国地方整備局土師ダム管理所

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

広島県福山地域事務所

広島県

広島県　　東広島市

中国地方整備局福山河川国道事務所

広島県備北地域事務所

広島県　　廿日市市

広島県福山地域事務所

広島県　　福山市

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課
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　　　　中国地方

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

広島県 広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 13.4㎢ フクヨシエンジニアリング(株) H16.9.27
基準点 街区多角点 13.4㎢ 助言 H17.1.7 G 0286 H17.1.11

広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.3㎢ 中国開発調査(株) H16.9.27
基準点 街区多角点 9.3㎢ 助言 H17.1.7 G 0287 H16.12.13

福山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 17.4㎢ 広建コンサルタンツ(株) H16.9.27
基準点 街区多角点 17.4㎢ 助言 H17.1.7 G 0288 H17.1.31

福山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 24.2㎢ (株)古川コンサルタント H16.9.27
基準点 街区多角点 24.2㎢ 助言 H17.1.7 G 0289 H17.3.1

大竹市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.1.7
助言 H17.1.11 G 0292 H17.3.25

府中市 一部   道路改良 基準点 ３級  　 　3点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.12.27
助言 H17.1.19 G 0294 H17.3.31

広島市 一部   水路測量標の点 水　準 ２級  直営 H17.2.1
検 助言 H17.1.19 G 0300 H17.3.18

竹原市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　1点 広建コンサルタンツ(株) H17.1.20
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.1.19 G 0304 H17.3.15

福山市 一部   河川管理 既成図数値化 2500 2.0㎢ 国際航業(株) H17.1.21
助言 H17.1.21 G 0305 H17.3.31

竹原市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　1点 (株)セトウチ H17.1.25
基準点 ３級  　 　13点 助言 H17.2.1 G 0310 H17.3.28

安芸高田市 一部   砂防基盤図作成 数値図化 2500 1.2㎢ 明伸建設コンサルタント(株) H17.1.31
助言 H17.2.1 G 0311 H17.3.15

蒲刈町 一部   海岸保全 写測図化 2000 0.8㎢ (株)日航コンサルタント H17.2.1
助言 H17.2.7 G 0314 H17.2.28

呉市 一部   計画 基準点 ２級  　 　2点 復建調査設計(株) H17.2.21
助言 H17.2.21 G 0323 H17.3.31

千代田町 一部 加計町 一部 数値図化 2500 23.0㎢ 中国開発調査(株) H16.9.1
戸河内町 一部 筒賀村 一部 助言 H17.2.25 G 0325 H17.2.25
東広島市 一部   河川管理 空　三 500  　 　11Ｍ (株)日航コンサルタント H16.12.23

数値図化 500 0.2㎢ 助言 H17.3.8 G 0326 H17.3.14
広島市 全域 廿日市市 一部 航空レーザ 364.0㎢ 朝日航洋(株) H16.12.29
大竹市 一部   助言 H17.3.8 G 0330 H17.3.18
神辺町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 昭和(株) H17.3.25

基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.3.24 G 0335 H18.3.30
広島市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　5点 (財)広島県土地区画整理協会 H17.3.28

座標変換 ３級  　 　12点 助言 H17.3.28 G 0336 H17.3.31
座標変換 ４級 0.5㎢

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　7点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0337 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 復建調査設計(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0338 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)瀬戸内開発コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0339 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　7点 中国開発調査(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0340 H17.3.31

福山市 一部   地籍調査 座標変換 ３級  　 　3点 (株)古川コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0342 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)セトウチ H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0344 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 １級  　 　8点 (株)コンサルタント H16.9.27
座標変換 ２級  　 　5点 助言 H17.3.29 G 0345 H17.3.31

砂防基図データ構
造化業務

中国地方整備局太田川河川事務所

広島県　　福山市

中国地方整備局広島国道事務所

広島県　　福山市

広島県　　大竹市

広島県　　蒲刈町

神辺町道上土地区画整理組合

広島県　　広島市

中国地方整備局太田川河川事務所

広島県芸北地域事務所

広島県東広島地域事務所

広島県呉地域事務所

広島県芸北地域事務所

広島県　　府中市

中国地方整備局広島国道事務所

中国地方整備局広島国道事務所

中国地方整備局広島国道事務所

広島県　　竹原市

第六管区海上保安本部

広島県東広島地域事務所

東亜地所株式会社

土砂災害警戒区
域指定図作成

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課
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　　　　中国地方

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

広島県 広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 (株)セトウチ H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0346 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0347 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　4点 (株)セトウチ H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0355 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　9点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0356 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　7点 復建調査設計(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0357 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)瀬戸内開発コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0358 H17.3.31

福山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)古川コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0360 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0364 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0365 H17.3.31

広島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 復建調査設計(株) H16.9.27
助言 H17.3.29 G 0366 H17.3.31

山口県 山口市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 (財)福岡土地区画整理協会 H16.4.10
基準点 ４級  　 　40点 助言 H16.4.9 G 0004 H17.1.20
水　準 ４級  　2.0Km

楠町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)豊田工務所 H16.7.1
助言 H16.6.14 G 0040 H17.3.25

萩市 一部   撮　影 5000 0.7㎢ 朝日航洋(株) H16.6.1
空　三 500  　 　23Ｍ 助言 H16.6.14 G 0043 H16.8.31
数値図化 500 0.7㎢
水　準 ３級  　12.1Km

下関市 一部   基準点 ２級  　 　5点 (株)関測 H16.6.18
基準点 ３級  　 　10点 助言 H16.6.17 G 0045 H16.11.30
基準点 ４級  　 　175点

周南市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.6.11
基準点 ２級  　 　4点 助言 H16.6.17 G 0047 H16.12.20

柳井市 一部 大和町 一部 農道台帳 数値図化 1000 33.1㎢ (株)ヒロコーコンサル H16.6.29
助言 H16.6.29 G 0066 H16.12.17

美祢市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.7.10
助言 H16.7.1 G 0067 H16.8.31

阿東町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　5点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.7.12
基準点 ２級  　 　17点 助言 H16.7.6 G 0069 H17.3.31

秋穂町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  サンヨーコンサルタント(株) H16.7.8
助言 H16.7.8 G 0077 H16.7.30

下関市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.7.13
基準点 ２級  　 　6点 助言 H16.7.13 G 0085 H17.3.18

下松市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)上智 H16.8.1
助言 H16.7.21 G 0095 H17.3.22

長門市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  南海測量設計(株) H16.7.23
助言 H16.7.23 G 0097 H17.2.28

宇部市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　3点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.8.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H16.7.29 G 0105 H17.11.30

光市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 140.0㎢ アジア航測(株) H16.8.5
助言 H16.8.5 G 0108 H16.12.31

漁業集落排水事
業

不動産登記法第
17条地図作製

広島高速道路公社

広島高速道路公社

広島県広島地域事務所

広島県　　広島市

広島県　　広島市

広島県福山地域事務所

広島県　　広島市

広島県　　広島市

中国地方整備局太田川河川事務所

中国地方整備局太田川河川事務所

山口県豊田農林事務所

山口県　　下松市

山口県　　長門市

山口県　　光市

山口県美祢農林事務所

山口県　　秋穂町

山口県山口農林事務所

山口地方法務局

山口県　田布施農林事務所

菊川町土地改良区

周南市長穂土地改良区

山口県　　楠町

山口県　　山口市

山口県　　萩市
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　　　　中国地方

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

山口県 岩国市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 (株)パスコ H16.8.6
水　準 ３級  　6.0Km 助言 H16.8.6 G 0110 H16.9.30

大和町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 46.3㎢ アジア航測(株) H16.8.1
助言 H16.8.10 G 0114 H16.12.31

柳井市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)上智 H16.8.10
助言 H16.8.10 G 0118 H17.3.22

周南市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 ゼネラルコンサルタント(株) H16.8.16
基準点 ４級  　 　26点 助言 H16.8.10 G 0119 H17.2.25

周南市 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　5点 (株)徳山測量設計コンサルタント H16.7.24
基準点 ４級  　 　41点 助言 H16.8.12 G 0120 H17.3.25
水　準 ２級  　6.0Km

下関市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　2点 (株)豊田工務所 H16.8.17
基準点 地籍図根点  助言 H16.8.17 G 0122 H17.3.18

錦町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  大正測量設計(株) H16.9.1
助言 H16.8.25 G 0127 H17.3.20

菊川町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　2点 （有）皆栄測量設計 H16.9.10
基準点 地籍図根点  助言 H16.8.27 G 0134 H17.3.18

周南市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)山口コンサルタント H16.8.12
助言 H16.8.31 G 0139 H17.2.28

周南市 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)大東建設コンサルタント H16.9.10
助言 H16.9.2 G 0140 H17.3.31

菊川町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  （有）皆栄測量設計 H16.6.2
助言 H16.9.6 G 0145 H17.3.18

豊田町 一部   地籍調査 基準点 地籍図根点  (株)豊田工務所 H16.9.8
助言 H16.9.8 G 0146 H17.3.25

本郷村 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.9.27
基準点 ２級  　 　2点 助言 H16.9.17 G 0154 H17.3.11

岩国市 一部   道路計画 カラー撮影 10000 35.5㎢ (株)日航コンサルタント H16.10.5
空　三 2500  　 　21Ｍ 助言 H16.10.5 G 0163 H17.3.25
数値図化 2500 14.7㎢
水　準 簡級  　19.7Km

柳井市 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　2点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.10.5
基準点 ３級  　 　7点 助言 H16.10.5 G 0164 H17.3.31

周南市 一部   道路防災計画 基準点 ２級  　 　3点 （株）ソイル・ブレーン H16.10.1
助言 H16.10.12 G 0169 H16.11.30

大畠町 一部   農道計画 基準点 ２級  　 　1点 太陽コンサルタンツ(株) H16.10.15
基準点 ３級  　 　4点 助言 H16.10.12 G 0173 H16.11.30
水　準 ３級  　 　4点

下関市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.10.18
助言 H16.10.18 G 0175 H17.3.18

錦町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.9.7
助言 H16.10.26 G 0186 H17.2.25

山口市 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　2点 (株)巽設計コンサルタント H16.11.10
基準点 ４級  　 　4点 助言 H16.10.29 G 0199 H17.1.11

周防大島町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)セトウチ H16.10.20
助言 H16.10.29 G 0201 H17.3.20

周東町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　18点 山口県土地改良事業団体連合会 H16.12.10
助言 H16.11.30 G 0241 H17.3.25

山口市 全域   カラー撮影 8000 289.0㎢ 朝日航洋(株) H16.12.27
直接定位計算 1000 289.0㎢ 助言 H17.1.4 G 0273 H17.3.31

家屋及び土地の
現況把握

山口県岩国農林事務所

広島防衛施設局

山口県　　錦町

山口県　　山口市

山口県大島土木事務所

山口県豊田農林事務所

山口県周南土木建築事務所

山口県田布施農林事務所

山口県岩国土木建築事務所

山口県　　柳井市

山口県　　菊川町

山口県岩国農林事務所

山口県　　豊田町

山口県　　菊川町

山口県周南土木建築事務所

山口県　　周南市

山口県　　錦町

山口県　　下関市

山口県　　大和町

中国地方整備局宇部港湾事務所

山口県　　柳井市

山口県周南土木建築事務所

山口県周南土木建築事務所
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　　　　中国地方

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

山口県 和木町 全域 由宇町 全域 森林計画 写測修正 5000 10.1㎢ 写測エンジニアリング（株） H17.1.7
玖珂町 全域 柳井市 全域 助言 H17.1.4 G 0275 H17.2.23
周防大島町 全域 大畠町 全域
上関町 全域 田布施町 全域
下松市 全域 光市 全域
平生町 全域 周南市 一部
宇部市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 22.7㎢ アジア航測(株) H16.9.27

基準点 街区多角点 22.7㎢ 助言 H17.1.7 G 0290 H17.2.23
宇部市 一部 阿知須町 一部 下水道計画 撮　影 5000 15.5㎢ 朝日航洋(株) H17.1.10

水　準 ３級  　18.0Km 助言 H17.1.19 G 0296 H17.3.31
空　三 5000  　 　36Ｍ

周南市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.1.25
助言 H17.1.19 G 0302 H17.3.25

周南市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　1点 (株)大東建設コンサルタント H17.1.21
助言 H17.1.21 G 0306 H17.3.15

川上村 一部 福栄村 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　2点 (有)ナガト地研 H17.1.26
助言 H17.1.26 G 0309 H17.2.28

下関市 一部   港湾計画 基準点 １級  　 　2点 復建調査設計(株) H17.2.10
助言 H17.2.15 G 0318 H17.3.18

岩国市 一部 光市 一部 河川管理 カラー撮影 12500 7.2㎢ (株)日航コンサルタント H17.2.21
田布施町 一部   空　三  　 　15Ｍ 助言 H17.3.8 G 0329 H17.3.25

水　準 簡級  　15.0Km
宇部市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　2点 アジア航測(株) H16.9.27

助言 H17.3.29 G 0361 H17.3.31
山口地方法務局

山口県

山口県　　下関市

山口県　阿武川ダム管理事務所

山口県

山口県　　周南市

周南市長穂土地改良区

宇部・阿知須公共下水道組合

土地・水資源局国土調査課
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