
　　　　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 市場町 一部   
世界測地系へ座標
変換

座標変換 ２級  　 　5点 松本測量設計（株） H16.5.17

座標変換 ３級  　 　10点 助言 H16.5.10 H 0005 H16.8.20
阿南市 一部   河川管理 基準点 １級  　 　1点 阿南測量設計（株） H16.5.24

水　準 ３級  　0.7Km 事務所 H16.6.11
 助言 H16.5.21 H 0008

阿南市 一部   
世界測地系へ座標
変換

座標変換 ２級  　 　48点 協立測量設計（株） H16.6.7

助言 H16.6.2 H 0011 H17.3.10
阿南市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 13.5㎢ 三和航測（株） H16.6.21

数値図化 1000 4.3㎢ 国道事務所 H16.10.29
空　三  　 　10Ｍ 助言 H16.6.24 H 0021
カラー撮影 12500 36.4㎢
数値図化 2500 13.5㎢
空　三  　 　11Ｍ

牟岐町 一部 海南町 一部 道路計画 カラー撮影 8000 8.1㎢ 三和航測（株） H16.6.21
海部町 一部 宍喰町 一部 数値図化 1000 3.9㎢ 国道事務所 H16.10.29

空　三  　 　6Ｍ 助言 H16.6.24 H 0022
カラー撮影 12500 56.2㎢
数値図化 2500 15.6㎢
空　三  　 　17Ｍ

池田町 一部   道路計画 基準点 １級  　 　3点 興国測量（株） H16.7.12
基準点 ３級  　 　2点 H16.8.31

助言 H16.7.15 H 0034
阿南市 一部 那賀川町 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　1点 阿南測量設計（株） H16.7.20

水　準 ３級  　0.6Km　2点 事務所 H16.8.16
助言 H16.7.26 H 0045

阿南市 一部 羽ノ浦町 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　2点 阿南測量設計（株） H16.7.20
水　準 ３級  1.0Km　3点 事務所 H16.8.16

 助言 H16.7.26 H 0046
半田町 一部 貞光町 一部 地域森林計画樹立 カラー撮影 16000 350.0㎢ （株）航空撮影センター H16.7.23
穴吹町 一部 山川町 一部 助言 H16.8.6 H 0056 H17.1.30
美郷村 一部 神山町 一部
一宇村 一部 木屋平村 一部
木沢村 一部   

海南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　1点 松本測量設計（株） H16.9.6
助言 H16.9.6 H 0071 H17.3.31

日和佐町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 松本測量設計（株） H16.9.13
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.9.6 H 0072 H17.3.31

川島町 全域 鴨島町 全域
市町村合併に伴う
固定資産基礎資料
作成の為

カラー撮影 5000 2.6㎢ （株）パスコ H16.9.3

山川町 全域 美郷村 全域 カラー撮影 8000 93.7㎢ 助言 H16.9.8 H 0073 H16.10.30
その他 GPS/IMUﾃﾞ-ﾀ  

鳴門市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　2点 松本測量設計（株） H16.9.1
基準点 ３級  　 　1点 助言 H16.9.14 H 0075 H16.12.31

小松島市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　1点 松本測量設計（株） H16.8.25
助言 H16.9.14 H 0076 H17.3.31
徳島県徳島農林事務所

徳島県　　鳴門市

国土交通省四国地方整備局徳島河川

国土交通省四国地方整備局徳島河川

国土交通省四国地方整備局那賀川河川

徳島県

国道事務所

国土交通省四国地方整備局那賀川河川

国土交通省四国地方整備局那賀川河川

国土交通省四国地方整備局徳島河川

徳島県川島農林事務所

測量地域 計画機関

徳島県阿南農林事務所

徳島県　　日和佐農林事務所

徳島県　　日和佐農林事務所

徳島県　　川島町
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　　　　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 徳島市 一部 鳴門市 一部
吉野川下流域農地
防災事業

水　準 ３級
 　63.0Km

30点
松本測量設計（株） H16.9.13

松茂町 一部 北島町 一部 助言 H16.9.14 H 0077 H16.11.12
藍住町 一部 板野町 一部
上板町 一部 吉野町 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） H16.9.10

基準点 ２級  　 　1点 助言 H16.10.13 H 0090 H17.3.3
基準点 ３級  　 　1点

阿南市 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　1点 松本測量設計（株） H16.9.10
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H16.10.13 H 0091 H17.3.3
基準点 ２級  　 　2点
基準点 ３級  　 　1点

阿波町 全域 市場町 全域 固定資産評価 カラー撮影 8000 191.0㎢ （株）航空撮影センター H16.11.22
吉野町 全域 土成町 全域 その他 対標設置  　 　28点 助言 H16.11.22 H 0108 H17.3.10

その他 標定点  　 　1点

小松島市 一部   都市計画 カラー撮影 12500 52.0㎢ 富士測量（株） H16.12.5
写測図化 2500 4.5㎢ 助言 H16.12.6 H 0114 H17.1.31
座標変換 2500 44.8㎢

阿南市 全域   
都市計画(管内図
作成)

カラー撮影 30000 444.7㎢ アジア航測（株） H16.11.17

数値図化 10000 252.2㎢ 助言 H16.12.7 H 0116 H17.3.25
空　三  　 　36Ｍ
その他 対標設置  　 　12点

板野町 全域   固定資産評価 カラー撮影 4000 2.5㎢ アジア航測（株） H16.12.20
カラー撮影 8000 36.2㎢ 助言 H16.12.15 H 0122 H17.3.31

阿南市 一部   固定資産評価 カラー撮影 4000 21.1㎢ アジア航測（株） H16.12.20
カラー撮影 8000 178.2㎢ 助言 H16.12.22 H 0125 H17.3.31

阿南市 一部   総合計画 カラー撮影 12500 36.0㎢ （株）航空撮影センター H16.12.3
数値図化 2500 11.0㎢ 助言 H16.12.24 H 0126 H17.3.20
水　準 簡級  　10.0Km
空　三  　 　11Ｍ
その他 対空標識  　 　8点
その他 標定点  　 　5点

徳島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.5㎢ 新弘測量設計（株） H16.10.5
基準点 街区多角点 12.8㎢ 課 H17.2.25

　助言 H17.1.12 H 0129
徳島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.5㎢ 松本測量設計（株） H16.10.5

基準点 街区多角点 12.8㎢ 課 H17.3.18
 助言 H17.1.12 H 0130

那賀川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 松本測量設計（株） H17.1.25
助言 H17.1.18 H 0143 H17.2.28

日和佐町 一部   
下水道台帳管理シ
ステム作成に伴う
基準点測量

基準点 ２級  　 　5点 (株)タチバナコンサルタント H17.2.14

基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.2.10 H 0153 H17.2.28

海部町 一部   
ほ場整備後の確定
測量

基準点 ２級  　 　3点 (株)北辰測量設計 H17.2.25

基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.2.23 H 0157 H17.3.25

徳島県　　阿南市

徳島県　　阿南市

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

徳島県　　板野町

徳島県　　阿南農林事務所

徳島県　　日和佐農林事務所

徳島県　　日和佐町

徳島県　　市場町

徳島県　　小松島市

農林水産省中国四国農政局四国東部農
地防災事務所

徳島県　　阿南市

徳島県　　阿南農林事務所

徳島県　　阿南農林事務所
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　　　　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 土成町 一部   基準点 ２級  　 　4点 松本測量設計(株) H17.2.21
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.3.7 H 0159 H17.3.20

海部町 一部   漁港計画 基準点 ３級  　 　3点 四国建設コンサルタント(株) H17.2.18
助言 H17.3.7 H 0160 H17.3.25

徳島市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　6点 新弘測量設計(株) H16.10.5
助言 H17.3.8 H 0162 松本測量設計(株) H17.3.31

小松島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 松本測量設計(株) H17.3.22
助言 H17.3.18 H 0170 H17.3.31

徳島市 一部 地籍調査 基準点 街区点 14.9㎢ （株）フジ設計 H17.1.20
H17.9.27

助言 H17.4.12 H 0174
徳島市 一部 地籍調査 基準点 街区点 15.2㎢ 松本測量設計(株) H17.1.20

H17.8.30
助言 H17.4.12 H 0175

香川県 高松市 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） H16.4.30
基準点 ３級  　 　1点 助言 H16.4.27 H 0001 H16.9.30

満濃町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点 三島開発コンサルタント（株） H16.5.10
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H16.5.10 H 0004 H16.10.29

高松市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 18.6㎢ （株）ウエスコ H16.5.31
数値図化 500 6.0㎢ 助言 H16.5.28 H 0010 H16.11.26
水　準 ３級  　23.4Km
空　三  　 　70Ｍ
その他 対空標識  　 　10点
その他 標定点  　 　7点

綾南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点 （有）不動コンサルタント H16.5.24
助言 H16.6.2 H 0012 H16.12.28

綾歌町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　5点 三島開発コンサルタント（株） H16.6.9
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H16.6.15 H 0013 H16.7.30

香川町 全域   固定資産評価 カラー撮影 8000 27.3㎢ アジア航測（株） H16.7.1
助言 H16.6.17 H 0014 H17.3.31

満濃町 全域   固定資産評価 カラー撮影 5000 53.2㎢ アジア航測（株） H16.7.1
助言 H16.6.21 H 0015 H17.3.31

琴平町 全域   固定資産評価 カラー撮影 5000 8.5㎢ アジア航測（株） H16.7.1
助言 H16.6.21 H 0016 H17.3.31

綾南町 一部   農林関係総合計画 基準点 ２級  　 　39点 三島開発コンサルタント（株） H16.7.1
助言 H16.6.21 H 0018 H16.10.30

琴南町 全域   固定資産評価 カラー撮影 5000 82.8㎢ アジア航測（株） H16.7.1
助言 H16.6.22 H 0019 H17.3.31

綾南町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　11.6Km アジア航測（株） H16.6.18
カラー撮影 5000 15.9㎢ 助言 H16.6.23 H 0020 H16.10.5
数値図化 500 1.0㎢
空　三  　 　43Ｍ
その他 標定点  　 　7点
その他 対標  　 　18点

東かがわ市 一部   総合計画 基準点 １級  　 　55点 アジア航測（株） H16.7.1
水　準 ３級  　106.9Km 助言 H16.7.15 H 0032 H16.7.30

坂出市 全域   カラー撮影 4000 14.4㎢ アジア航測（株） H16.7.20
カラー撮影 10000 78.0㎢ 助言 H16.7.22 H 0042 H17.3.31
空　三 4000  　 　70Ｍ
空　三 10000  　 　97Ｍ
写真図 500 14.4㎢
写真図 1000 78.0㎢

徳島県

徳島県　　徳島農林事務所

香川県　　琴南町

香川県　　坂出市

徳島県　　土成町

香川県　　綾南町

香川県　　高松市

香川県　　綾南町

香川県　　満濃町

香川県　　琴平町

香川県三郎池土地改良区

国土交通省　土地・水資源局　国土調査
課

国土交通省　土地・水資源局　国土調査
課

2級、3級基準点補
充

総合計画(固定資
産評価現況調査)

香川県　　東かがわ市

奥谷地区土地改良事業共同施行

香川県　　綾歌町

香川県　　香川町

香川県　　満濃町

徳島県
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　　　　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 三木町 一部   ほ場整備計画 基準点 ３級  　 　1点 （株）マオカ設計 H16.7.26
助言 H16.7.26 H 0048 H16.8.7

高松市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 香川県土地改良事業団体連合会 H16.8.9
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H16.8.6 H 0059 H16.9.30

高松市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 香川県土地改良事業団体連合会 H16.8.9
助言 H16.8.6 H 0060 H16.10.29

高松市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 三島開発コンサルタント（株） H16.8.16
基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.8.11 H 0063 H16.12.24

さぬき市 全域   固定資産評価 カラー撮影 10000 158.8㎢ アジア航測（株） H16.8.18
その他 標定点  　 　7点 助言 H16.8.27 H 0068 H17.3.25
その他 対標設置  　 　21点

琴平町 一部 満濃町 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　6点 （株）四国調査設計事務所 H16.8.23
助言 H16.8.27 H 0069 H17.2.24

綾南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 香川県土地改良事業団体連合会 H16.9.22
助言 H16.9.29 H 0083 H16.11.30

牟礼町 一部   
神櫛王墓陵墓地形
図作成

基準点 ３級  　 　3点 天理技研（株） H16.11.1

水　準 ４級  　1.8Km 助言 H16.11.19 H 0103 H17.3.31
綾南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　23点 香川県土地改良事業団体連合会 H16.11.29

助言 H16.11.19 H 0105 H17.3.24
飯山町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 （株）五星 H16.12.3

助言 H16.12.6 H 0115 H16.12.24
東かがわ市 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　2点 光洋測量（有） H17.1.5

基準点 ３級  　 　20点 助言 H16.12.22 H 0124 H17.3.31
高松市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 6.7㎢ （株）ティ－ネットジャパン H16.10.5

基準点 街区多角点 10.9㎢ 課 H17.2.28
助言 H17.1.12 H 0131

高松市 全域   

固定資産家屋調査
及び法定外公共物
(里道・水路等)の
現況把握

カラー撮影 7000 15.5㎢ 朝日航洋（株） H17.1.7

カラー撮影 12500 178.9㎢ 助言 H17.1.12 H 0139 H17.3.29

高松市 一部   
道路改築及び道路
台帳

基準点 ２級  　 　6点 (株)四電技術コンサルタント H17.2.3

基準点 ３級  　 　10点 助言 H17.2.8 H 0151 H17.3.25
満濃町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点 三島開発コンサルタント(株) H17.2.10

助言 H17.2.10 H 0154 H17.3.18

東かがわ市 一部   
ほ場整備の確定測
量のため

基準点 ３級  　 　6点 光洋測量(有) H17.2.14

助言 H17.3.10 H 0166 H17.3.30
東かがわ市 全域   総合計画 カラー撮影 5000 192.0㎢ アジア航測(株) H17.3.1

カラー撮影 10000 220.5㎢ 助言 H17.3.15 H 0168 H17.3.31
カラー撮影 25000 272.1㎢
その他 対標設置  　 　32点
その他 標定点  　 　2点
空　三  　 　617Ｍ

愛媛県 松山市 一部   
不動産登記法第
17条地図作製に伴
う基準点測量

基準点 １級  　 　5点
(社)愛媛県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

H16.5.1

基準点 ２級  　 　3点 助言 H16.5.6 H 0002 H17.3.31
基準点 ３級  　 　21点

香川県　　東かがわ市

香川県　　東かがわ市

香川県東讃土地改良事務所

香川県　　中讃土地改良事務所

中国四国農政局香川農地防災事業所

中国四国農政局香川農地防災事業所

中国四国農政局香川農地防災事業所

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

香川県　　満濃町

宮内庁書陵部　　陵墓課

香川県　　東讃土地改良事務所

香川県　　さぬき市

香川県中讃土地改良事務所

香川県中讃土地改良事務所

国土交通省四国地方整備局香川河川国
道事務所

香川県　　高松市

高松市下笠居土地改良区

法務省松山地方法務局
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　　　　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 四国中央市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 復権調査設計（株） H16.6.1
座標変換 ２級  　 　3点 H16.12.28

助言 H16.5.25 H 0009
松山市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　15点 （株）芙蓉調査設計事務所 H16.7.15

H16.12.24
助言 H16.7.15 H 0033

新居浜市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　7点 （株）ウエスコ H16.7.1
H16.12.28

助言 H16.7.16 H 0039
松山市 一部   都市計画 カラー撮影 4000 5.8㎢ （株）ＧＩＳ四国 H16.7.21

水　準 簡級  　6.8Km 助言 H16.7.26 H 0047 H16.11.30
数値図化 500 0.5㎢
空　三  　 　16Ｍ
座標変換 ３級  　 　1点
その他 対標設置  　 　8点

大洲市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 7.4㎢ （株）パスコ H16.8.10
水　準 簡級  　4.0Km 助言 H16.8.12 H 0064 H16.11.30
数値図化 500 1.0㎢
空　三  　 　12Ｍ
その他 対標設置  　 　7点

西条市 一部   道路台帳整備 基準点 ２級  　 　4点 復建調査設計（株） H16.9.22
国道事務所 H16.11.30
助言 H16.9.17 H 0082

東予市 一部   道路台帳整備 基準点 ２級  　 　3点 復建調査設計（株） H16.9.27
H16.11.30

助言 H16.9.29 H 0084
今治市 一部   上水道計画 基準点 ２級  　 　6点 （株）米北測量設計事務所 H16.10.15

基準点 ３級  　 　8点 助言 H16.10.5 H 0087 H17.2.28

大洲市 一部   
固定資産評価のた
め

カラー撮影 4000 38.2㎢ （株）パスコ H16.10.10

助言 H16.10.5 H 0088 H16.12.31
久万高原町 一部   道路台帳整備 基準点 ２級  　 　3点 （株）荒谷建設コンサルタント H16.10.18

国道事務所 H17.2.28
助言 H16.10.13 H 0092

関前村 一部   道路改良計画 水　準 ２級  　4.0Km　1点 （株）米北測量設計事務所 H16.10.15
豊町 一部 大崎上島町 一部 水　準 ２級渡海水準  　0.8Km　1点 助言 H16.10.19 H 0095 H16.11.20

水　準 ２級渡海水準  　1.0Km　1点

久万高原町 一部   道路管理 基準点 １級  　 　3点 共立工営（株） H16.11.15
助言 H16.11.8 H 0100 H17.3.25

久万高原町 一部   道路管理 基準点 １級  　 　3点 共立工営（株） H16.11.15
助言 H16.11.8 H 0101 H17.3.25

松山市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 四国建設コンサルタント（株） H16.11.10
助言 H16.11.11 H 0102 H17.3.10

西条市 一部   
固定資産税評価の
ため

カラー撮影 4000 3.6㎢ （株）パスコ H16.11.22

カラー撮影 8000 42.4㎢ 助言 H16.11.19 H 0104 H17.1.28
松前町 全域   都市計画図修正 カラー撮影 10000 39.8㎢ （株）パスコ H16.11.4

数値図修正 2500 20.3㎢ 助言 H16.11.25 H 0109 H17.3.28
座標変換 2500 20.3㎢

愛媛県松山地方局久万土木事務所

国土交通省四国地方整備局松山河川

愛媛県　　松前町

愛媛県　　今治地方局

国道事務所

愛媛県　　大洲市

愛媛県松山地方局久万土木事務所

愛媛県松山地方局

国土交通省四国地方整備局松山河川

愛媛県　　西条市

愛媛県　　松山市

国道事務所

国道事務所
国土交通省四国地方整備局松山河川

国道事務所

国土交通省四国地方整備局松山河川

愛媛県　　今治市

愛媛県　　大洲市

国土交通省四国地方整備局松山河川

国土交通省四国地方整備局松山河川

- 172 -



　　　　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 西予市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　10点 （株）八紘設計コンサルタント H16.12.10
助言 H16.12.3 H 0111 H17.3.10

五十崎町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 （有）協栄調査測量設計事務所 H16.12.10
助言 H16.12.3 H 0112 H17.1.31

東温市 一部   都市計画 カラー撮影 12500 110.0㎢ （株）四航コンサルタント H16.12.1
カラー撮影 5000 67.0㎢ 助言 H16.12.6 H 0113 H17.3.20
数値図化 2500 11.8㎢
数値図修正 2500 27.8㎢
空　三  　 　7Ｍ
座標変換 2500 39.6㎢

今治市 一部   
土地区画整理事業
に伴う3級基準点
測量

基準点 ３級  　 　3点 （株）米北測量設計事務所 H16.12.13

助言 H16.12.15 H 0121 H17.3.25

今治市 一部   
土地区画整理事業
に伴う3級基準点
測量

基準点 ３級  　 　11点 （株）サンコー設計 H16.12.13

助言 H16.12.16 H 0123 H17.3.25
新居浜市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.1㎢ （株）富士建設コンサルタント H16.10.5

基準点 街区多角点 16.6㎢ 課 H17.3.23
助言 H17.1.12 H 0132

松山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.5㎢ 南海測量設計（株） H16.11.1
基準点 街区多角点 11.5㎢ 課 H17.3.24

助言 H17.1.12 H 0135
松山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 8.3㎢ （株）サンコー設計 H16.11.1

基準点 街区多角点 9.7㎢ 課 H17.3.28
助言 H17.1.12 H 0136

松山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 4.8㎢ （株）パスコ H16.11.1
基準点 街区多角点 8.6㎢ 課 H17.3.25

助言 H17.1.12 H 0137
松山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.4㎢ （株）荒谷建設コンサルタント H16.11.1

基準点 街区多角点 13.1㎢ 課 H17.3.28
助言 H17.1.12 H 0138

新居浜市 一部   公共下水道管理 水　準 ２級
 　83.0Km

68点
（株） パスコ H16.12.2

助言 H17.1.21 H 0144 H17.3.25
松山市 一部   道路設計 基準点 ２級  　 　5点 (株)荒谷建設コンサルタント H17.1.5

H17.3.15
助言 H17.1.28 H 0146

松山市 一部   
地図混乱地域にお
ける基準点設置作
業

基準点 ３級  　 　4点
(社)愛媛県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

H17.2.11

助言 H17.2.8 H 0152 H17.3.31
大洲市 一部 長浜町 一部 河川管理 カラー撮影 12500 94.2㎢ 国際航業(株) H17.2.23

H17.3.31
助言 H17.3.4 H 0158

松山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 南海測量設計(株) H16.11.1
助言 H17.3.8 H 0163 (株)荒谷建設コンサルタント H17.3.31

因島市 一部   道路計画 水　準 ３級
 　19.9Km

2点
アジア航測(株) H17.3.14

弓削町 一部 生名村 一部 水　準 ３級渡海水準  　 　6点 助言 H17.3.18 H 0169 H17.3.31

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

国土交通省四国地方整備局大洲河川

国土交通省四国地方整備局松山河川

法務省　　松山地方法務局

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

愛媛県　　松山市

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

愛媛県今治地方局

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

愛媛県　　新居浜市

独立行政法人都市再生機構今治都市開
発事務所

独立行政法人都市再生機構今治都市開
発事務所

愛媛県

愛媛県　　東温市

愛媛県

国道事務所

国道事務所
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　　　　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 松山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　5点 (株)荒谷建設コンサルタント H16.11.1
H17.3.31

助言 H17.3.28 H 0171
松山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　3点 (株)パスコ H16.11.1

H17.3.31
助言 H17.3.29 H 0172

松山市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　4点 (株)パスコ H16.11.1
助言 H17.3.30 H 0173 (株)荒谷建設コンサルタント H17.3.31

高知県 大方町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 （株）拓新技術コンサルタント H16.5.10
助言 H16.5.10 H 0003 H17.3.31

高知市 一部   
不動産登記法第
17条地図作製の
為の基準点測量

基準点 ２級  　 　3点 （有）アルファプランニング H16.5.20

基準点 ３級  　 　4点 助言 H16.5.13 H 0006 H16.12.28
香我美町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 （株）オリエンタルコンサルタンツ H16.5.18

水　準 ３級  　3.5Km　5点 助言 H16.5.20 H 0007 H16.7.30
春野町 全域   固定資産評価 カラー撮影 5000 45.5㎢ アジア航測（株） H16.7.1

助言 H16.6.21 H 0017 H17.3.31
土佐市 一部 須崎市 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 203.3㎢ （株）パスコ H16.7.15
中土佐町 全域   数値図化 2500 80.1㎢ 助言 H16.7.21 H 0041 H16.11.30

水　準 簡級  　68.6Km
空　三  　 　61Ｍ
その他 対標設置  　 　21点
その他 標定点  　 　2点

佐川町 一部 越知町 一部 森林計画 撮　影 16000 568.0㎢ （株）ウエスコ H16.8.13
仁淀村 一部 葉山村 一部 助言 H16.8.6 H 0054 H16.12.20
東津野村 一部 梼原町 一部
窪川町 一部 大野見村 一部
中土佐町 一部 須崎市 一部

高知市 一部 春野町 一部 砂防計画 数値図化 2500 53.4㎢ （株）バスコ H16.8.4
伊野町 一部   助言 H16.8.6 H 0058 H16.11.30
土佐山田町 全域 野市町 全域 砂防計画 カラー撮影 12500 61.3㎢ （株）パスコ H16.8.4

水　準 簡級  　23.5Km 助言 H16.8.11 H 0061 H16.11.30
数値図化 2500 34.9㎢
空　三  　 　15Ｍ
その他 対標設置  　 　8点

安芸市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　4点 （株）ワタリコンサルタント H16.9.6
基準点 ３級  　 　9点 事務所 H17.1.31

助言 H16.8.31 H 0070
香我美町 一部   用地測量 基準点 ２級  　 　6点 （株）協同 H16.10.7

基準点 ３級  　 　8点 助言 H16.10.12 H 0089 H16.11.30
窪川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 （有）成コンサルタント H16.11.26

座標変換 ２級  　 　1点 助言 H16.11.5 H 0099 H17.3.5
高知市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.1㎢ 国際航業（株） H16.10.5

基準点 街区多角点 13.5㎢ 課 H17.3.18
助言 H17.1.12 H 0133

高知市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.6㎢ （株）第一コンサルタンツ H16.10.5
基準点 街区多角点 14.0㎢ 課 H17.3.25

助言 H17.1.12 H 0134

高知県

国土交通省四国地方整備局松山河川

松山地方法務局

国土交通省四国地方整備局松山河川

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

国土交通省　土地・水資源局　国土調査

高知県

広島防衛施設局

国土交通省四国地方整備局土佐国道

高知県

高知県

高知県

高知県　　春野町

法務省高知地方法務局

高知県南国土木事務所

高知県

国道事務所

国道事務所重信川出張所
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　　　　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 高知市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　3点 (株)カイセイ H17.2.1
事務所 H17.3.10
助言 H17.1.28 H 0147

池田町 一部 山城町 一部 河川管理 カラー撮影 10000 113.0㎢ (株)パスコ H17.2.9
四国中央市 一部   水　準 簡級  　173.2Km 統合管理事務所 H17.3.30
大豊町 一部 本山町 一部 空　三  　 　168Ｍ 助言 H17.2.15 H 0155
土佐町 一部   その他 標定点  　 　4点

その他 対標  　 　22点

窪川町 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　1点 (有)高南技術コンサルタント H17.2.21
基準点 ２級  　 　2点 助言 H17.2.17 H 0156 H17.3.5

窪川町 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　3点 (有)高南技術コンサルタント H17.3.8
基準点 ２級  　 　1点 助言 H17.3.7 H 0161 H17.3.20

高知市 一部 南国市 一部
海岸保全・河川管
理

撮　影 10000 283.0㎢ (株)パスコ H17.2.25

土佐市 一部 須崎市 一部 その他 GPS/IMU  助言 H17.3.8 H 0165 H17.3.31
佐川町 一部 いの町 一部
春野町 一部 野市町 一部
日高村 一部 吉川村 一部

高知市 一部   地籍調査 座標変換 ２級  　 　1点 (株)第一コンサルタンツ H16.10.5
助言 H17.3.15 H 0167 H17.3.31

国土交通省四国地方整備局吉野川ダム

高知県企業局

国土交通省四国地方整備局高知河川国
道事務所

高知県

高知県

国土交通省四国地方整備局土佐国道
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