
　　　　東北地方

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

青森県 弘前市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　7点 （株）ダイテック H16.4.19
基準点 ４級  　 　25点 助言 H16.4.19 B 0006 H16.10.29
平　板 500 0.1㎢

六戸町 全域   総合計画 座標変換 2500 108.8㎢ (株)みちのく計画 H16.4.15
助言 H16.5.14 B 0014 H16.8.31

黒石市 一部 田舎館村 一部 土地改良 基準点 １級  　 　4点 東北建設コンサルタント(株) H16.6.24
基準点 ３級  　 　20点 事務所 H16.7.20
水　準 ３級  　6.9Km 助言 H16.6.21 B 0029

六ヶ所村 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　2点 (株)出雲 H16.6.15
基準点 ３級  　 　10点 助言 H16.7.2 B 0034 H17.2.25
基準点 ４級  　 　88点
水　準 ３級  　8.0Km

中里町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 (社)青森県林業コンサルタント H16.7.5
助言 H16.7.2 B 0035 H16.12.20

十和田市 一部 三沢市 一部 森林計画 既成図数値化 5000 521.9㎢ 東北測量(株) H16.7.2
野辺地町 一部 七戸町 一部 座標変換 5000 521.9㎢ 助言 H16.7.5 B 0037 H17.1.31
百石町 一部 十和田湖町 一部
六戸町 一部 横浜町 一部
上北町 一部 東北町 一部
天間林村 一部 下田町 一部
六ヶ所村 一部   

下田町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　2.0Km (株)パスコ H16.5.28
カラー撮影 4000 1.4㎢ 助言 H16.7.5 B 0038 H16.10.29
数値図化 500 0.2㎢
空　三 500  　 　4Ｍ

青森市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　9点 (株)しんとう計測 H16.8.1
基準点 ３級  　 　26点 助言 H16.7.12 B 0045 H17.2.28
基準点 ４級  　 　340点
平　板 500 0.4㎢
平　板 1000 0.2㎢
座標変換 ２級  　 　3点

黒石市 一部 三沢市 一部
総合計画、世界測
地系へ座標変換

数値図修正 2500 100.0㎢ (株)青森データシステム H16.6.8

むつ市 一部 平内町 一部 座標変換 2500 2465.0㎢ 助言 H16.7.15 B 0050 H17.3.22
三厩村 一部 木造町 一部 編　集 2500 23.6㎢
深浦町 一部 車力村 一部
西目屋村 一部 大鰐町 一部
尾上町 一部 浪岡町 一部
平賀町 一部 常盤村 一部
田舎館村 一部 碇ヶ関村 一部
市浦村 一部 小泊村 一部
横浜町 一部 六ヶ所村 一部
浪岡町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 （株）ダイテック H16.7.30

基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.7.28 B 0062 H16.10.29
平　板 500 0.1㎢

八戸市 全域   地盤沈下調査 水　準 １級  　70.0Km 佐藤技術(株) H16.8.23
助言 H16.8.16 B 0079 H16.11.2

五所川原市 一部 柏村 一部 道路計画 水　準 簡級  　13.5Km 国際航業(株) H16.8.5
カラー撮影 10000 6.9㎢ 助言 H16.8.17 B 0083 H16.11.30
空　三 1000  　 　19Ｍ

東北地方整備局青森河川国道事務所

八戸市

東北地方整備局青森河川国道事務所

青森県

青森県北地方農林水産事務所

青森県

下田町

青森市

測量地域 計画機関

東北地方整備局青森河川国道事務所

六戸町

青森県農林水産部中南地方農林水産

六ヶ所村
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　　　　東北地方

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

青森県 青森市 一部   境界測量図作成 基準点 ２級  　 　3点 (株)パスコ H16.8.12
基準点 ４級  　 　55点 事務所 H16.12.20
平　板 1000 0.3㎢ 助言 H16.9.3 B 0100

青森市 全域 平内町 全域 森林計画 写真図 5000 319.9㎢ 東北測量(株) H16.9.1
助言 H16.9.3 B 0103 H17.3.10

青森市 一部   鉄道計画 水　準 簡級  　19.0Km (株)パスコ H16.8.26
数値図化 500 1.9㎢ H16.11.25

助言 H16.9.8 B 0109
青森市 一部   固定資産 カラー撮影 5000 310.0㎢ (株)パスコ H16.8.1

助言 H16.9.14 B 0116 H16.12.25
弘前市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　7点 (株)双葉 H16.8.27

基準点 ４級  　 　105点 助言 H16.9.17 B 0122 H17.3.15
平　板 500 0.3㎢

青森市 一部 蟹田町 一部 鉄道計画 カラー撮影 4000 15.9㎢ アジア航測(株) H16.10.18
蓬田村 一部 平館村 一部 カラー撮影 30000 341.2㎢ 鉄道建設本部盛岡支社　 H17.2.4

写真図 10000 341.2㎢ 助言 H16.10.19 B 0138

五所川原市 全域   固定資産 カラー撮影 5000 15.8㎢ 朝日航洋(株) H16.10.14
カラー撮影 10000 166.9㎢ 助言 H16.10.25 B 0140 H17.3.31
写真図 1000 186.2㎢

佐井村 一部   下水道計画 基準点 ３級  　 　8点 (株)日本水道設計社 H16.10.15
基準点 ４級  　 　30点 助言 H16.10.27 B 0151 H17.2.28
水　準 ３級  　3.3Km
平　板 500 0.1㎢
数値図化 500 0.1㎢

大鰐町 一部   下水道台帳 水　準 簡級  　5.9Km 東北測量(株) H16.10.14
カラー撮影 5000 5.4㎢ 助言 H16.11.30 B 0189 H17.3.20
数値図化 500 0.2㎢
空　三 500  　 　12Ｍ

八戸市 全域 五戸町 全域 固定資産 カラー撮影 12500 305.2㎢ (株)パスコ H16.10.30
南部町 全域 南郷村 全域 助言 H16.12.14 B 0204 H17.3.31
階上町 全域   固定資産 カラー撮影 12500 93.8㎢ (株)パスコ H16.10.30

助言 H16.12.14 B 0205 H17.3.25
青森市 一部 蓬田村 一部 鉄道計画 数値図化 500 1.6㎢ アジア航測(株) H16.12.7

鉄道建設本部盛岡支社　
助言 H16.12.21 B 0206 H17.3.16

蟹田町 一部 今別町 一部 鉄道計画 水　準 簡級  　29.0Km (株)青秋 H16.11.24
蓬田村 一部   数値図化 500 1.5㎢ 鉄道建設本部盛岡支社　 H17.3.3

既成図数値化 500 1.0㎢
座標変換 500 1.0㎢ 助言 H16.12.21 B 0208

八戸市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　10点 パシフィックコンサルタンツ(株) H16.12.10
助言 H16.12.24 B 0214 H17.3.11

六戸町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　8点 大日本コンサルタント(株) H17.1.12
助言 H17.1.28 B 0233 H17.1.30

青森市 一部 蟹田町 一部 鉄道計画 既成図数値化 2500 17.5㎢ 国際航業(株) H17.2.10
座標変換 2500 17.5㎢ 鉄道建設本部盛岡支社　 H17.3.22

蓬田村 一部   助言 H17.2.28 B 0249
青森市 一部   地図作成 基準点 ４級  　 　421点 青湾測量設計(株) H17.1.26

平　板 500 1.0㎢ 助言 H17.3.22 B 0260 H18.3.31

鉄道建設本部盛岡支社

東北地方整備局青森河川国道事務所

八戸市

階上町

（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構

東北地方整備局青森河川国道事務所

大鰐町

（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構

（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構

青森地方法務局

（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構

青森県

環境省自然環境局東北地区自然保護

五所川原市

佐井村

青森市

弘前市安原第二土地区画整理組合

（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構
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　　　　東北地方

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

青森県 八戸市 一部   
都市再生街区基本
調査

座標変換 １級  　 　2点 (株)青秋 H16.2.1

座標変換 ２級  　 　12点 助言 H17.3.22 B 0261 H17.5.30
座標変換 ３級  　 　2点

青森市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 28.0㎢ (株)しんとう計測 H16.9.28
基準点 街区多角点 23.7㎢ 助言 H17.1.6 B 1001 H17.5.30

八戸市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 33.5㎢ （株）青秋 H16.9.28
基準点 街区多角点 22.9㎢ 助言 H17.1.6 B 1002 H17.5.30

岩手県 盛岡市 一部 岩手町 一部 森林計画 撮　影 20000 1069.0㎢ 東北測量(株) H16.4.26
西根町 一部 滝沢村 一部 助言 H16.4.13 B 0003 H16.10.29
松尾村 一部 玉山村 一部

一関市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.4㎢ 第一航業(株) H16.5.29
助言 H16.6.7 B 0021 H16.8.30

平泉町 一部   下水道計画 数値図化 500 0.3㎢ 第一航業(株) H16.5.14
数値図修正 500 0.4㎢ 助言 H16.6.7 B 0022 H16.10.15
座標変換 500 0.4㎢

一関市 一部   総合計画 数値図化 500 1.1㎢ 第一航業(株) H16.6.21
助言 H16.6.22 B 0030 H16.10.15

大野村 一部   下水道計画 数値図化 500 0.3㎢ 朝日航洋(株) H16.6.2
座標変換 1000 0.3㎢ 助言 H16.7.2 B 0036 H16.8.31

九戸村 一部   基準点 ３級  　 　20点 アジア航測(株) H16.6.22
水　準 ３級  　10.0Km 助言 H16.7.8 B 0040 H17.1.6
数値図化 1000 2.0㎢

陸前高田市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 昭和(株)　盛岡営業所 H16.7.1
座標変換 ４級  　 　1点 助言 H16.7.21 B 0051 H16.10.31
基準点 ４級  　 　25点

水沢市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 国際航業(株) H16.7.1
座標変換 ３級  　 　5点 整理組合 H16.7.31
座標変換 500 0.1㎢ 助言 H16.7.21 B 0056

平泉町 全域   都市計画 数値図化 2500 30.7㎢ (株)ジーアイエス・北日本 H16.7.22
写測修正 2500 32.7㎢ 助言 H16.8.17 B 0082 H17.3.25
既成図数値化 2500 32.7㎢

平泉町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)復建技術コンサルタント H16.8.30
助言 H16.9.8 B 0104 H17.2.10

平泉町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 (株)復建技術コンサルタント H16.9.6
助言 H16.9.8 B 0105 H17.2.10

千厩町 一部   農道台帳 平板・修正 500  　13.9Km (有)北上測量設計 H16.9.6
助言 H16.9.8 B 0106 H16.11.30

住田町 一部   用地測量 基準点 １級  　 　2点 (株)一測設計 H16.7.6
助言 H16.9.8 B 0108 H17.1.10

石鳥谷町 一部 東和町 一部 境界復元 基準点 ３級  　 　5点 (株)吉田測量設計 H16.8.4
基準点 ４級 0.3㎢ 助言 H16.9.29 B 0128 H17.3.15

久慈市 一部   地形図作成 基準点 ３級  　 　2点 (株)東開技術 H16.8.25
基準点 ４級  　 　15点 助言 H16.9.29 B 0129 H16.11.30
座標変換 ２級  　 　3点

廃棄物処理場建設

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

岩手県花巻空港建設事務所

東北地方整備局三陸国道事務所

岩手県大船渡地方振興局

水沢市桜屋敷地区（第２期）土地区画

大野村

一関市

八戸市

東北地方整備局岩手河川国道事務所

東北地方整備局岩手河川国道事務所

岩手県千厩地方振興局

平泉町

陸前高田市愛宕下土地区画整理組合

岩手県

平泉町

岩手県

岩手県土地開発公社
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　　　　東北地方

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

岩手県 東山町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　4.5Km 第一航業(株) H16.10.4
数値図化 500 0.3㎢ 助言 H16.10.18 B 0134 H17.1.7
空　三 500  　 　18Ｍ

盛岡市 一部   道路計画 基準点 ４級  　 　40点 大日本コンサルタント(株) H16.10.25
平　板 500 0.1㎢ 助言 H16.10.25 B 0144 東北支社 H16.12.17
座標変換 ３級  　 　6点

水沢市 一部 胆沢町 一部 ほ場整備 水　準 ３級  　7.0Km 第一航業(株) H16.10.26
カラー撮影 8000 12.9㎢ 助言 H16.10.27 B 0150 H16.12.24

胆沢町 一部   ダム計画 基準点 ２級  　 　5点 (株)一測設計 H16.9.16
座標変換 ２級  　 　4点 助言 H16.11.1 B 0156 H17.1.20

久慈市 一部 山形村 一部 河川管理 写測修正 2000 26.9㎢ (株)ハイマーテック H16.11.16
座標変換 2000 26.9㎢ 助言 H16.11.26 B 0184 H17.3.20
数値図化 2000 3.0㎢

盛岡市 一部 滝沢村 一部 都市計画 カラー撮影 12500 487.0㎢ 国際航業(株) H16.11.10
玉山村 一部 矢巾町 一部 数値図修正 2500 387.0㎢ 助言 H16.11.29 B 0186 (株)ナカノアイシステム H17.3.20

既成図数値化 2500 9.0㎢ (株)パスコ
アジア航測(株)

二戸市 一部   パイプラインの 基準点 ２級  　 　9点 東北エンジニアリング(株) H16.10.25
設計 基準点 ３級  　 　23点 事業所 H17.2.10

水　準 ２級  　23.8Km 助言 H16.12.1 B 0187

盛岡市 一部   道路計画 数値図化 1000 0.6㎢ (株)ハイマーテック H16.11.22
助言 H16.11.30 B 0188 H17.1.16

水沢市 一部   地形図作成 基準点 ２級  　 　3点 (株)東開技術 H16.12.6
基準点 ４級  　 　47点 助言 H16.12.1 B 0191 H17.3.10
座標変換 ２級  　 　1点
平　板 500 0.1㎢

岩泉町 一部   河川台帳 数値図化 2000 8.8㎢ (株)タックエンジニアリング H16.11.22
既成図数値化 2000 15.7㎢ 助言 H16.12.22 B 0209 H17.3.15

西根町 一部 松尾村 一部 その他 数値図化 2500 17.0㎢ アジア航測(株) H16.12.14
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 65.0㎢ 助言 H17.1.13 B 0218 H17.3.18

福地村 一部   道路管理 基準点 １級  　 　6点 (株)復建技術コンサルタント H17.2.1
二戸市 一部 軽米町 一部 事務所 H17.3.28

助言 H17.2.4 B 0231

花巻市 一部   道路計画 基準点 ４級  　 　10点
(株)オリエンタルコンサルタンツ東
北支社

H17.1.24

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.2.1 B 0234 H17.5.20
一関市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 (株)東日本コンサルタント H16.11.9

助言 H17.2.16 B 0235 H17.3.19
岩手町 一部   都市計画 数値図修正 2500 14.6㎢ アジア航測(株) H17.1.26

既成図数値化 2500 14.6㎢ 助言 H17.2.14 B 0241 H17.3.25
座標変換 2500 14.6㎢

石鳥谷町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 アジア航測(株)盛岡支店 H16.12.28
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.2.28 B 0246 H17.3.20
基準点 ４級  　 　13点

盛岡市 一部 雫石町 一部 ダム管理 写測修正 2500 31.4㎢ 国際航業(株) H17.2.16
東和町 一部 宮守村 一部 既成図数値化 2500 31.4㎢ 事務所 H17.3.18

座標変換 2500 31.4㎢ 助言 H17.2.28 B 0248

日本道路公団東北支社　八戸管理

石鳥谷町

岩手県盛岡地方振興局

松川土地改良区

岩手県宮古地方振興局

岩手県

東北農政局馬淵川沿岸農業水利

東北地方整備局岩手河川国道事務所

岩手町

東北地方整備局北上川ダム統合管理

東北地方整備局岩手河川国道事務所

岩手県一関地方振興局

東山町

岩手県土地改良事業団体連合会

岩手県水沢地方振興局

岩手県久慈地方振興局

東北地方整備局胆沢ダム工事事務所
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　　　　東北地方

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

岩手県 北上市 全域   都市計画 カラー撮影 12500 182.1㎢ (株)パスコ H16.11.16
写真図 2500 182.1㎢ 助言 H17.3.11 B 0251 H17.9.30
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 182.1㎢

湯田町 一部 北上市 一部 総合計画 基準点 ２級  　 　12点 (株)パスコ　仙台支店 H16.12.22
前沢町 一部 平泉町 一部 事務所 H17.3.21

助言 H17.3.14 B 0254
北上市 一部 花巻市 一部 砂防計画 水　準 簡級  　52.0Km 国際航業(株) H17.3.8
水沢市 一部 江刺市 一部 数値図化 2500 205.5㎢ 助言 H17.3.14 B 0257 (株)中庭測量コンサルタント H17.7.31
一関市 一部 釜石市 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 951.9㎢ (株)パスコ
葛巻町 一部 雫石町 一部 空　三 2500  　 　559Ｍ (株)八州
岩泉町 一部 前沢町 一部 朝日航洋(株)
大東町 一部 東山町 一部 東武計画(株)

第一航業(株)
(株)ナカノアイシステム

盛岡市 一部   
都市再生街区基本
調査

座標変換 ２級  　 　3点 (株)ハイマーテック H17.2.1

座標変換 ３級  　 　21点 助言 H17.3.29 B 0266 H17.3.30

盛岡市 一部   
都市再生街区基本
調査

その他 ３級  　 　9点 (株)ハイマーテック H17.2.1

助言 H17.3.22 B 0268 H17.3.30
盛岡市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 36.8㎢ (株)ハイマーテック H16.9.28

基準点 街区多角点 26.9㎢ 助言 H17.1.6 B 1004 H17.3.30
宮城県 古川市 一部   道路計画 座標変換 ３級  　 　7点 (株)吉田測量設計 H16.4.12

路　線  　0.5Km 助言 H16.4.12 B 0004 H16.7.22
栗駒町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)北振技研 H16.4.25

助言 H16.4.19 B 0005 H16.8.10
石巻市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 (株)オオバ東北支店 H16.4.26

基準点 ４級  　 　15点 助言 H16.4.27 B 0009 H16.5.31
塩竃市 全域 多賀城市 全域 固定資産 カラー撮影 8000 149.5㎢ 国際航業(株) H16.4.28
松島町 全域 七ヶ浜町 全域 写真図 1000 67.3㎢ 助言 H16.4.30 B 0011 H16.6.30
利府町 全域   

泉区 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　4点 三善測量(株) H16.5.1
H16.12.1

助言 H16.5.21 B 0016

太白区 一部   
不動産登記法第
17条地図作製

基準点 ２級  　 　5点 小澤正徳事務所 H16.6.20

基準点 ３級  　 　23点 助言 H16.6.2 B 0019 H16.8.31
基準点 ４級  　 　250点

小牛田町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点
パシフィックコンサルタンツ(株)東
北本社

H16.6.8

基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.6.3 B 0020 H16.9.20
座標変換 ２級  　 　2点

村田町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)三協技術 H16.3.31
基準点 ３級  　 　4点 助言 H16.6.8 B 0023 H16.9.30
基準点 ４級  　 　30点

土地・水資源局国土調査課

盛岡市

村田町

東北地方整備局岩手河川国道事務所

日本道路公団東北支社　北上管理

岩手県

北上市

宮城県古川土木事務所

仙台法務局

仙台市野村土地区画整理組合設立

東北地方整備局仙台河川国道事務所

石巻市五番谷地土地区画整理組合

宮城県築館地方振興事務所

七ヶ浜町

準備委員会
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　　　　東北地方

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

宮城県 太白区 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (株)オオバ東北支店 H16.6.14
基準点 ３級  　 　4点 設立準備委員会 H16.8.13
基準点 ４級  　 　55点 助言 H16.6.15 B 0025
水　準 ３級  　5.0Km

若柳町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)仙台コンサルタント H16.2.24
助言 H16.6.21 B 0028 H16.7.30

七ヶ宿町 一部   河川管理 基準点 １級  　 　5点 (株)復建技術コンサルタント H16.6.11
助言 H16.7.8 B 0039 H17.3.25

石越町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)北振技研 H16.7.9
基準点 ３級  　 　11点 助言 H16.7.8 B 0042 H16.9.17
基準点 ４級 0.2㎢
座標変換 ２級  　 　1点

一迫町 一部   ほ場整備 地上数値法 500 1.2㎢ (株)丹野測量設計 H16.6.8
助言 H16.7.7 B 0043 H16.11.30

気仙沼市 一部 本吉町 一部 土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 (株)八州　岩手営業所 H16.6.28
座標変換 ４級  　 　625点 助言 H16.7.21 B 0048 H16.9.29
座標変換 500 0.1㎢

気仙沼市 一部 本吉町 一部 道路計画 数値図化 1000 5.2㎢ アジア航測(株) H16.6.26
事務所 H16.10.28
助言 H16.7.15 B 0049

大和町 全域 富谷町 全域 固定資産 カラー撮影 12500 233.1㎢ (株)パスコ H16.4.17
写真図 2500 233.1㎢ 助言 H16.7.20 B 0054 H17.2.28

古川市 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　30点 (有)北日本技研 H16.7.21
基準点 ４級  　 　102点 助言 H16.7.21 B 0055 H16.12.15
平　板 2000 1.3㎢

松島町 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　1点 (株)栄和技術コンサルタント H16.7.12
平　板 1000 0.1㎢ 助言 H16.7.22 B 0057 H16.9.30

桃生町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 (株)西條測量設計コンサルタント H16.6.21
座標変換 １級  　 　1点 南三陸国道出張所 H16.8.30
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H16.8.16 B 0063

亘理町 全域 山元町 全域 固定資産 カラー撮影 8000 207.3㎢ 朝日航洋(株) H16.7.16
助言 H16.7.29 B 0065 H17.2.28

三本木町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 (株)日技 H16.8.3
平　板 500 0.1㎢ 助言 H16.8.5 B 0066 H16.9.30

富谷町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (株)日技 H14.5.10
平　板 500 0.6㎢ 助言 H16.8.5 B 0067 H16.9.30

石越町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　11点 岩倉測量設計(株) H16.7.22
基準点 ３級  　 　35点 助言 H16.8.5 B 0068 H17.2.18
基準点 ４級  　 　222点
地上数値法 2000 1.6㎢

石越町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 (株)丹野測量設計 H16.6.29
基準点 ３級  　 　38点 助言 H16.8.5 B 0069 H17.3.4
基準点 ４級  　 　190点
地上数値法 2000 1.4㎢

瀬峰町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)大江設計 H16.7.30
基準点 ３級  　 　49点 助言 H16.8.5 B 0071 H17.1.31
基準点 ４級  　 　98点

大和町

宮城県迫地方振興事務所

宮城県迫地方振興事務所

宮城県築館地方振興事務所

仙台市山田田中前土地区画整理組合

宮城県古川地方振興事務所

富谷町上桜木土地区画整理組合

亘理町

宮城県築館地方振興事務所

東北地方整備局東北幹線道路調査

釜石市

宮城県迫地方振興事務所

宮城県迫地方振興事務所

東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所

防衛施設庁仙台防衛施設局

三本木町南谷地土地区画整理組合

東北地方整備局仙台河川国道事務所
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　　　　東北地方

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

宮城県 太白区 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　8点 日本測地設計(株) H16.7.12
基準点 ２級  　 　9点 H16.9.30

助言 H16.8.5 B 0072
仙台市 一部 塩竃市 一部 地盤沈下調査 水　準 １級  　300.0Km 本州測量設計(株) H16.7.30
名取市 一部 多賀城市 一部 助言 H16.8.6 B 0075 H17.2.15
岩沼市 一部 利府町 一部

太白区 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)秋元技術コンサルタンツ H16.8.17
助言 H16.8.16 B 0077 H16.10.8

東和町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)復建技術コンサルタント H16.7.24
助言 H16.8.17 B 0084 H17.1.28

小牛田町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点 (株)仙台土木設計 H16.8.2
助言 H16.8.18 B 0085 H16.9.30

石巻市 一部   道路用地管理 座標変換 １級  　 　13点 (株)佐藤土木測量設計事務所 H16.7.23
基準点 １級  　 　30点 助言 H16.8.20 B 0087 H16.11.30

小牛田町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　4点 岩倉測量設計(株) H16.8.23
基準点 ２級  　 　20点 助言 H16.8.25 B 0088 H17.3.15
基準点 ３級  　 　95点
基準点 ４級  　 　530点
平　板 2000 0.1㎢

松山町 一部   ほ場整備 基準点 ２級 16点 (株)大江設計 H16.8.24
基準点 ３級 78点 助言 H16.8.25 B 0089 H17.3.15
基準点 ４級 374点
座標変換 ２級  　 　14点

一迫町 一部   砂防計画 数値図化 1000 4.0㎢ 昭和(株) H16.7.28
既成図数値化 1000 6.5㎢ 助言 H16.8.25 B 0091 H16.11.30

岩沼市 全域   固定資産 カラー撮影 9000 60.7㎢ 朝日航洋(株) H16.8.11
助言 H16.8.30 B 0095 H17.3.25

仙台市 一部   境界確定 基準点 ２級  　 　5点 (株)アドテック H16.9.1
助言 H16.9.3 B 0102 H17.3.25

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　11点 (株)加美測量設計事務所 H16.9.1
助言 H16.9.8 B 0107 H17.3.15

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　9点 (株)仙台技研 H16.9.1
助言 H16.9.13 B 0110 H17.3.15

若柳町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)渡工測量設計 H16.9.10
助言 H16.9.9 B 0112 H17.3.15

瀬峰町 一部   ほ場整備 座標変換 ２級  　 　2点 (株)ウイル H16.9.9
基準点 ２級  　 　1点 助言 H16.9.13 B 0113 H17.1.31
基準点 ３級  　 　9点
基準点 ４級  　 　51点

河南町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　17点 (有)北日本技研 H16.8.10
基準点 ３級  　 　61点 助言 H16.9.13 B 0114 H17.3.15
基準点 ４級  　 　168点
平　板 2000 1.7㎢

青葉区 一部 宮城野区 一部 道路計画 水　準 簡級  　0.4Km (株)アドテック H16.8.17
若林区 一部 太白区 一部 撮　影 4000 13.0㎢ 助言 H16.9.15 B 0118 H17.1.31

数値図化 500 0.1㎢
空　三 500  　 　2Ｍ
既成図数値化 500 0.6㎢
座標変換 500 0.6㎢

仙台市

宮城県石巻地方振興事務所

宮城県築館地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

石巻市

宮城県古川地方振興事務所

宮城県築館地方振興事務所

宮城県

岩沼市

独立行政法人都市再生機構

東北地方整備局仙台河川国道事務所

仙台市

宮城県迫土木事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県

宮城県古川地方振興事務所

東日本支社　仙台都市整備事務所

- 50 -



　　　　東北地方

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

宮城県 涌谷町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　12点 (株)サーヴェイ・プラン H16.9.15
基準点 ３級  　 　65点 助言 H16.9.16 B 0119 H17.3.14
基準点 ４級  　 　191点

仙台市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 (株)三洋設計 H16.9.17
基準点 ３級  　 　6点 準備委員会 H17.4.30
基準点 ４級  　 　120点 助言 H16.9.16 B 0120

金成町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　5点 岩倉測量設計(株) H16.9.30
基準点 ４級  　 　26点 助言 H16.9.29 B 0126 H17.1.30
座標変換 ２級  　 　1点

一迫町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　10点 (株)サトー技建 H16.9.24
基準点 ３級  　 　77点 助言 H16.9.29 B 0127 岩倉測量設計(株) H17.3.15
基準点 ４級  　 　158点
座標変換 ２級  　 　31点

岩沼市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)大江設計 H16.9.15
基準点 ３級  　 　20点 助言 H16.10.8 B 0130 H17.3.22
基準点 ４級  　 　40点
座標変換 ２級  　 　4点

志津川町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　7点 (株)仙台技研 H16.10.8
基準点 ４級  　 　59点 助言 H16.10.8 B 0132 H17.3.15

宮城野区 一部 若林区 一部 道路計画 水　準 簡級  　21.2Km 東武計画(株) H16.10.1
泉区 一部   カラー撮影 8000 42.2㎢ 助言 H16.10.18 B 0135 H16.12.17

数値図化 1000 3.6㎢
空　三 1000  　 　31Ｍ

富谷町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　27点 (株)国際開発コンサルタンツ H14.4.1
基準点 ４級  　 　220点 助言 H16.11.1 B 0136 H18.3.30
座標変換 ２級  　 　3点
座標変換 ３級  　 　2点

大衡村 全域   固定資産 カラー撮影 10000 70.0㎢ (株)ワクニ H16.10.7
空　三 10000  　 　85Ｍ 助言 H16.11.24 B 0137 H17.1.31
写真図 1000 70.0㎢

気仙沼市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　16.7Km 東武計画(株)　仙台支店 H16.10.29
助言 H16.10.25 B 0147 H16.11.18

栗駒町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 岩倉測量設計(株) H16.11.1
助言 H16.10.25 B 0148 H17.3.15

加美町 一部   ダム計画 基準点 １級  　 　4点 (株)三協技術 H16.10.25
基準点 ２級  　 　2点 事務所 H17.2.28
基準点 ３級  　 　10点 助言 H16.10.27 B 0152
水　準 １級  　2.0Km
平　板 500 0.2㎢

若柳町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)渡工測量設計 H16.11.1
助言 H16.10.27 B 0155 H16.11.30

石巻市 一部 多賀城市 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　12点 (株)復建技術コンサルタント H16.7.15
太白区 一部 若林区 一部 水　準 ３級  　14.0Km 助言 H16.11.2 B 0161 H17.1.28
白石市 全域   固定資産 カラー撮影 12500 286.5㎢ (株)パスコ H16.10.1

写真図 2500 286.5㎢ 助言 H16.11.8 B 0163 H17.3.15
志波姫町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)ウイル H16.11.9

基準点 ３級  　 　15点 助言 H16.11.18 B 0168 H17.3.18
基準点 ４級  　 　83点
座標変換 ２級  　 　3点

宮城県仙台地方振興事務所

宮城県築館地方振興事務所

気仙沼市

宮城県築館地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

白石市

宮城県築館地方振興事務所

富谷町大清水土地区画整理組合

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県気仙沼地方振興事務所

東北地方整備局鳴瀬川総合開発調査

仙台市茂庭土地区画整理組合設立

宮城県築館地方振興事務所

大衡村

宮城県古川地方振興事務所

宮城県築館地方振興事務所
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　　　　東北地方

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

宮城県 古川市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)栄和技術コンサルタント H16.10.14
助言 H16.11.18 B 0169 H17.3.15

古川市 一部 岩出山町 一部 道路計画 水　準 簡級  　90.6Km 東武計画(株) H16.11.1
鳴子町 一部 涌谷町 一部 カラー撮影 12500 245.1㎢ 助言 H16.11.24 B 0171 H17.3.16
小牛田町 一部 南郷町 一部 数値図化 2500 51.5㎢
矢本町 一部 河南町 一部
仙台市 全域   固定資産 カラー撮影 12500 759.0㎢ (株)パスコ H16.11.1

写真図 2500 759.0㎢ 助言 H16.11.24 B 0172 H17.3.31
鳴子町 一部   道路計画 数値図化 1000 2.2㎢ アジア航測(株) H16.8.30

助言 H16.11.24 B 0175 H16.11.30
栗駒町 一部   ダム管理 基準点 ２級  　 　5点 岩倉測量設計(株) H16.11.24

基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.11.26 B 0180 H17.1.15
平　板 500 0.1㎢

歌津町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 サンコーコンサルタント(株) H16.11.25
基準点 ４級  　 　14点 助言 H16.11.26 B 0183 H17.2.28
平　板 500 0.1㎢

女川町 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　20点 拓建技術(株) H16.10.26
座標変換 ３級  　 　17点 助言 H16.11.26 B 0185 H17.3.25
座標変換 ４級  　 　19点

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 ワールド測量設計(株) H16.10.21
助言 H16.12.1 B 0190 H17.3.18

山元町 一部   用地測量 基準点 ２級  　 　1点 岩倉測量設計(株) H16.9.8
基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.12.9 B 0198 H16.12.17
平　板 500 0.1㎢

古川市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　17.6Km (株)江合技術コンサルタント H16.12.15
助言 H16.12.10 B 0202 H17.2.15

川崎町 一部   公園台帳整備 基準点 ３級  　 　15点 東邦技術(株) H16.11.25
助言 H16.12.24 B 0213 H17.2.16

河南町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　10点 (有)北日本技研 H16.12.7
基準点 ３級  　 　58点 助言 H17.1.5 B 0215 H17.3.18

仙台市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)秋元技術コンサルタンツ H17.1.17
基準点 ３級  　 　15点 助言 H17.1.13 B 0222 H17.3.30

仙台市 全域   都市計画 座標変換 2500 585.6㎢ (株)GIS仙台 H16.12.27
座標変換 10000 847.9㎢ 助言 H17.1.13 B 0223 H17.3.31

大和町 一部   宅地開発 基準点 ２級  　 　1点 アジア航測(株)仙台支店 H17.1.13
基準点 ４級  　 　15点 助言 H17.1.13 B 0224 H17.3.10

川崎町 一部   ダム管理 基準点 ３級  　 　6点 （株）東北測量社 H16.9.29
助言 H17.1.18 B 0225 H17.2.28

蔵王町 一部 川崎町 一部 道路用地 基準点 ２級  　 　10点 (株)東建工営 H16.12.21
村田町 一部 仙台市 一部 基準点 ４級  　1.3Km 助言 H17.1.20 B 0227 H17.3.20
仙台市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (株)オオバ東北支店 H17.1.24

基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.1.31 B 0230 H17.3.15
基準点 ４級  　4.2Km
水　準 ３級  　3.0Km
平　板 500 0.1㎢

鳴瀬町 一部 南郷町 一部 河川管理 水　準 ２級  　93.0Km 東邦技術(株) H17.1.11
鹿島台町 一部 小牛田町 一部 事務所 H17.3.25
三本木町 一部 古川市 一部 助言 H17.2.4 B 0237

宮城県築館地方振興事務所

東北地方整備局北上川下流河川

仙台市岩切駅東土地区画整理組合

日本道路公団東北支社

仙台市

仙台市

国営みちのく杜の湖畔公園事務所

宮城県土地開発公社

東北地方整備局釜房ダム管理所

古川市

宮城県石巻地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県古川地方振興事務所

仙台市

宮城県石巻土木事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県古川土木事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県仙台地方振興事務所
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　　　　東北地方

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

宮城県 鳴瀬町 一部 南郷町 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　50点 東邦技術(株) H17.2.1
鹿島台町 一部 小牛田町 一部 事務所 H17.3.25

助言 H17.2.4 B 0238
小牛田町 一部 古川市 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　32点 大協土木技術(株) H17.2.3
三本木町 一部 大衡村 一部 事務所 H17.3.15

助言 H17.2.4 B 0239
大和町 一部 金成町 一部 道路管理 基準点 ２級  　 　10点 国際航業(株)仙台支店 H17.2.22
志波姫町 一部 古川市 一部 事務所 H17.3.27
三本木町 一部   助言 H17.2.22 B 0242

青葉区 一部 宮城野区 一部
世界測地系へ座標
変換

座標変換 500 165.8㎢ (株)秋元技術コンサルタンツ H17.2.21

泉区 一部   助言 H17.2.28 B 0244 H17.3.25
古川市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)仙台土木設計 H16.10.14

助言 H17.2.28 B 0245 H17.3.15
青葉区 一部   総合計画 水　準 簡級  　2.3Km アジア航測(株) H17.2.15

カラー撮影 5000 2.0㎢ 助言 H17.3.8 B 0250 H17.3.24
数値図化 500 0.9㎢
空　三 500  　 　4Ｍ

桃生町 一部 中田町 一部 道路計画 カラー撮影 8000 37.9㎢ (株)パスコ H16.12.15
助言 H17.3.11 B 0253 H17.3.30

南郷町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　16点 (株)仙北測量設計事務所 H17.3.10
基準点 ４級  　 　17点 助言 H17.3.22 B 0258 H17.6.30

大和町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点
(株)国際開発コンサルタンツ　仙台
支店

H17.3.20

基準点 ３級  　 　16点 助言 H17.3.22 B 0262 H19.3.31
基準点 ４級  　 　318点

矢本町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　16点 (株)古川測量設計事務所 H17.3.1
基準点 ３級  　 　57点 助言 H17.3.22 B 0264 H17.9.30
基準点 ４級  　 　296点

仙台市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 37.5㎢ 半沢測量設計(株) H16.9.28
基準点 街区多角点 16.0㎢ 助言 H17.1.6 B 1005 本州測量設計(株) H17.3.30

(株)センシン技術

仙台市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 41.8㎢ 佐野コンサルタンツ(株) H16.9.28
基準点 街区多角点 17.8㎢ 助言 H17.1.6 B 1006 H17.3.30

秋田県 井川町 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　3点 （有）秋田中央技術 H16.3.30

助言 H16.4.5 B 0001 H16.8.31

秋田市 一部 本荘市 一部 河川管理 水　準 簡級  　73.0Km 中日本航空(株) H16.4.1
雄和町 一部   カラー撮影 12500 212.0㎢ 助言 H16.5.10 B 0013 H16.7.30

空　三 2500  　 　64Ｍ
写測修正 2500 33.9㎢

東成瀬村 一部   地滑り対策 基準点 ２級  　 　2点 国際航業(株)　秋田営業所 H16.6.4
基準点 移動点  　 　15点 助言 H16.6.15 B 0026 H16.12.10

横手市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 177.7㎢ (株)パスコ H16.5.1
助言 H16.6.24 B 0031 H16.7.30

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

宮城県石巻地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

東北地方整備局北上川下流河川

東北地方整備局北上川下流河川

東北大学

東北地方整備局秋田河川国道事務所

秋田県中央流域下水道事務所

日本道路公団東北支社古川管理

仙台市

宮城県古川地方振興事務所

秋田県雄勝地域振興局

横手市

大和町吉岡南第二土地区画整理組合

宮城県古川振興事務所
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　　　　東北地方

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

秋田県 秋田市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 （株）オオバ東北支店 H16.7.12
基準点 ３級  　 　3点 助言 H16.7.8 B 0041 H17.3.25
基準点 ４級  　 　48点
座標変換 １級  　 　1点

横手市 一部   簡易水道計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)都市整備　横手営業所 H16.7.2
水　準 ４級  　 　2点 助言 H16.7.21 B 0052 H16.10.2
平　板 200 0.1㎢

五城目町 一部   道路計画 数値図化 1000 0.9㎢ アジア航測(株) H16.7.5
座標変換 1000 0.9㎢ 助言 H16.8.16 B 0076 H16.12.24

千畑町 一部   ほ場整備 水　準 ３級  　20.8Km (株)ハイマーテック H16.8.24
カラー撮影 8000 18.5㎢ 助言 H16.8.30 B 0094 H17.2.28
数値図化 1000 5.6㎢
空　三 1000  　 　16Ｍ

雄和町 一部   土地改良 水　準 ３級  　7.0Km (株)青秋 H16.8.19
撮　影 8000 0.5㎢ 助言 H16.8.30 B 0096 H16.12.6
空　三 1000  　 　4Ｍ
写測図化 1000 0.5㎢

横手市 一部 湯沢市 一部 農地開発 数値図化 5000 20.3㎢ 国際航業(株) H16.7.7
増田町 一部 平鹿町 一部 写真図 5000 263.4㎢ 助言 H16.8.31 B 0097 H17.3.17
十文字町 一部 大雄村 一部 数値図修正 5000 129.1㎢

空　三 5000  　 　10Ｍ
東成瀬村 一部 皆瀬村 一部 カラー撮影 15000 23.0㎢ 国際航業(株) H16.9.14

数値図化 5000 6.0㎢ 助言 H16.10.4 B 0124 H17.1.31
空　三 5000  　 　5Ｍ

藤里町 一部   ほ場整備 水　準 簡級  　6.3Km (株)ナカノアイシステム H16.9.22
カラー撮影 8000 16.9㎢ 助言 H16.10.12 B 0131 H17.3.10
数値図化 1000 1.2㎢
空　三 1000  　 　10Ｍ

男鹿市 一部   ほ場整備 水　準 ４級  　8.7Km (株)ハイマーテック H16.10.20
カラー撮影 8000 5.4㎢ 助言 H16.11.1 B 0157 H17.3.4
数値図化 1000 0.8㎢
空　三 1000  　 　4Ｍ

小坂町 一部   境界測量図作成 基準点 ２級  　 　3点 (株)フォレステック H16.10.4
基準点 ４級  　 　65点 事務所 H17.1.31
平　板 1000 0.2㎢ 助言 H16.11.1 B 0159

能代市 一部   ほ場整備 水　準 ３級  　4.7Km (株)ナカノアイシステム H16.10.25
カラー撮影 8000 4.1㎢ 助言 H16.11.1 B 0160 H17.1.31
数値図化 1000 1.0㎢
空　三 1000  　 　3Ｍ

東成瀬村 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 柴田工事調査(株) H16.10.8
基準点 ４級  　 　12点 助言 H16.11.2 B 0162 H16.12.24

雄勝町 一部   道路計画 水　準 簡級  　6.5Km 国際航業(株) H16.10.23
カラー撮影 8000 7.8㎢ 助言 H16.11.24 B 0170 H17.1.28
数値図化 1000 4.0㎢
空　三 1000  　 　7Ｍ

金浦町 一部 象潟町 一部 道路計画 水　準 簡級  　15.0Km アジア航測(株) H16.10.23
田沢湖町 一部   撮　影 8000 34.5㎢ 助言 H16.11.24 B 0174 H17.2.10

数値図化 1000 1.8㎢
数値図化 2500 11.2㎢
空　三 2500  　 　30Ｍ

雪崩危険箇所調査

横手市

秋田県秋田地域振興局

東北地方整備局秋田河川国道事務所

環境省自然環境局東北地区自然保護

能代市

秋田県雄勝地域振興局

東北地方整備局湯沢河川国道事務所

藤里町

東北農政局平鹿平野農業水利事業所

雄和町

千畑町

秋田市

男鹿市

秋田県雄勝地域振興局
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　　　　東北地方

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

秋田県 秋田市 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　5点 (株)眞宮技術 H16.11.22
助言 H16.11.24 B 0177 H17.1.31

本荘市 一部   河川管理 水　準 ２級  　9.9Km 小松測量設計(株) H16.11.15
助言 H16.11.24 B 0178 H17.3.31

能代市 一部   河川管理、計画 その他 航空ﾚｰｻﾞ 52.0㎢ (株)パスコ H16.11.17
助言 H16.12.13 B 0201 H17.3.20

東成瀬村 一部   ダム計画 基準点 ４級  　 　242点 (株)ウヌマ地域総研 H16.6.9
水　準 ３級  　12.6Km 助言 H16.12.24 B 0210 H17.1.14

東成瀬村 一部   ダム計画 基準点 ４級  　 　225点 東邦技術(株) H16.6.9
水　準 ３級  　13.1Km 助言 H16.12.24 B 0211 H17.1.20

秋田市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　5点 エルディコンサルタント(株) H16.11.18
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.1.18 B 0226 H17.3.25

安代町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　8点 第一航業(株)東北支社 H16.12.28
鹿角市 一部 小坂町 一部 事務所 H17.3.27

助言 H17.2.16 B 0240
横手市 一部   道路計画 写測修正 500 0.3㎢ 国際航業(株) H17.2.3

既成図数値化 500 0.3㎢ 助言 H17.2.28 B 0247 H17.3.25
座標変換 500 0.3㎢

鹿角市 一部   道路計画 水　準 簡級  　15.0Km 国際航業(株) H17.3.4
数値図化 2500 4.0㎢ 助言 H17.3.14 B 0255 H17.3.18
空　三 2500  　 　10Ｍ

本荘市 一部   
都市再生街区基本
調査

座標変換 １級  　 　2点 東北測地設計(株) H17.2.1

座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.3.22 B 0263 阿部測量(株) H17.3.30
東邦測地(有)

秋田市 一部   道路計画 数値図化 1000 1.4㎢ 中日本航空(株) H17.2.9
助言 H17.3.24 B 0265 H17.3.25

由利本荘市 一部   
都市再生街区基本
調査

座標変換 ２級  　 　2点 東北測地設計(株) H17.2.1

助言 H17.3.29 B 0267 阿部測量(株) H17.3.30
東邦測地(有)

本荘市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.8㎢ 東北測地設計(株) H16.9.28
福島市 一部   基準点 街区多角点 11.4㎢ 助言 H17.1.6 B 1003 阿部測量(株) H17.3.25

東邦測地(有)

山形県 長井市 一部 小国町 一部 森林計画 撮　影 20000 499.0㎢ アジア航測(株) H16.4.19
飯豊町 一部   助言 H16.5.10 B 0007 H16.12.10
山形市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (株)田村測量設計事務所 H16.5.17

基準点 ３級  　 　19点 助言 H16.5.17 B 0012 H17.3.25
基準点 ４級  　 　417点
地上数値法 500 0.8㎢

山形市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (株)田村測量設計事務所 H16.6.1
基準点 ３級  　 　6点 助言 H16.5.26 B 0018 H16.11.30
基準点 ４級  　 　141点

大蔵村 一部   水道台帳 数値図化 2500 5.4㎢ セントラル航空測量(株) H16.6.4
助言 H16.6.25 B 0032 H16.11.9

東北地方整備局秋田河川国道事務所

秋田県平鹿地域振興局

秋田県秋田地域振興局

山形市吉原土地区画整理組合

土地・水資源局国土調査課

東北地方整備局秋田河川国道事務所

秋田県由利地域振興局

由利本荘市

東北地方整備局能代河川国道事務所

秋田県中央流域下水道事務所

日本道路公団東北支社十和田管理

東北地方整備局湯沢河川国道事務所

東北地方整備局湯沢河川国道事務所

秋田県鹿角地域振興局

山形市

大蔵村

山形県
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　　　　東北地方

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

山形県 白鷹町 一部   河川管理 水　準 簡級  　6.5Km セントラル航空測量(株) H16.6.20
撮　影 8000 10.7㎢ 助言 H16.7.12 B 0044 H16.10.29
数値図化 1000 1.3㎢
空　三 1000  　 　8Ｍ

酒田市 一部 鶴岡市 一部 海岸保全 数値図化 2500 4.5㎢ 朝日航洋(株) H16.6.17
温海町 一部   座標変換 2500 4.5㎢ 助言 H16.7.12 B 0047 H16.9.30
寒河江市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 三協コンサルタント(株) H16.7.13

基準点 ３級  　 　8点 助言 H16.7.23 B 0058 H17.3.15
基準点 ４級 0.1㎢

山形市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 (株)朝日測量設計事務所 H16.7.26
基準点 ４級  　 　20点 H17.1.11

助言 H16.7.28 B 0060
鶴岡市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　1点 (株)三洋設計 H16.8.2

基準点 ４級  　 　38点 助言 H16.8.5 B 0064 H17.3.31
座標変換 ２級  　 　3点
座標変換 ３級  　 　5点
座標変換 ４級  　 　52点
地上数値法 500 0.1㎢

鶴岡市 一部 藤島町 一部 土地改良 水　準 簡級  　39.7Km アジア航測(株) H16.7.14
羽黒町 一部 三川町 一部 カラー撮影 20000 29.3㎢ 事務所 H16.12.10
朝日村 一部   数値図化 5000 29.3㎢ 助言 H16.8.6 B 0074

空　三 5000  　 　16Ｍ
米沢市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　48.0Km (株)春日測量設計 H16.10.1

助言 H16.9.13 B 0115 H16.12.20
長井市 一部 川西町 一部 用水施設管理 カラー撮影 25000 92.4㎢ 国際航業(株) H16.8.18
飯豊町 一部   写測修正 5000 92.4㎢ 事業所 H16.12.28

既成図数値化 5000 92.4㎢ 助言 H16.10.8 B 0125
写真図 5000 92.4㎢

小国町 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　3点 北斗測量調査(株) H16.9.25
助言 H16.10.13 B 0133 H16.11.10

藤島町 一部   下水道計画 水　準 ４級  　9.7Km セントラル航空測量(株) H16.10.14
撮　影 5000 6.1㎢ 助言 H16.10.25 B 0142 H16.11.10
数値図化 500 0.6㎢
空　三 500  　 　13Ｍ

鶴岡市 一部 櫛引町 一部 ダム管理 基準点 ２級  　 　1点 国際航業(株)　山形営業所 H16.10.20
朝日村 一部   水　準 ２級  　24.0Km 助言 H16.10.25 B 0143 H17.2.18
山形市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　45.2Km (株)田村測量設計事務所 H16.11.1

助言 H16.10.25 B 0145 H17.2.28
小国町 一部   砂防計画 カラー撮影 12500 300.0㎢ 中日本航空(株) H16.10.18

助言 H16.11.24 B 0173 H17.2.27
新庄市 一部   砂防計画 水　準 簡級  　25.0Km セントラル航空測量(株) H16.11.12

カラー撮影 8000 53.5㎢ 助言 H16.12.3 B 0194 H17.3.25
数値図化 1000 3.5㎢
空　三 1000  　 　25Ｍ

新庄市 一部   道路計画 水　準 簡級  　19.4Km 中日本航空(株) H16.10.20
カラー撮影 8000 31.4㎢ 助言 H16.12.3 B 0195 H17.2.25
数値図化 1000 8.3㎢
空　三 1000  　 　31Ｍ

酒田市 一部 余目町 一部 道路計画 基準点 １級  　 　3点 (株)協和コンサルタンツ H16.10.22
基準点 ２級  　 　4点 助言 H17.1.11 B 0221 H17.3.11
基準点 ３級  　 　11点
水　準 ３級  　 　18点

独立行政法人都市再生機構　山形都市
開発事務所

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

寒河江市

東北農政局西奥羽土地改良調査管理

東北地方整備局山形河川国道事務所

米沢市

山形県最上総合支庁

東北地方整備局月山ダム管理所

山形市

藤島町

東北農政局寒河江川下流農業水利

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

鶴岡市遠賀原土地区画整理組合

東北地方整備局酒田河川国道事務所

山形県庄内総合支庁

山形県置賜総合支庁
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　　　　東北地方

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

山形県 戸沢村 一部 大蔵村 一部 砂防計画 水　準 簡級  　23.0Km (株)かんこう H16.10.26
数値図化 2500 36.2㎢ 助言 H17.2.4 B 0236 H17.3.25
空　三 2500  　 　63Ｍ

余目町 一部 平田町 一部 砂防計画 水　準 簡級  　8.0Km (株)復建技術コンサルタント H17.2.24
数値図化 2500 6.0㎢ 助言 H17.2.24 B 0243 H17.3.25
空　三 2500  　 　8Ｍ
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 9.8㎢

山形市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 23.0㎢ (株)寒河江測量設計事務所 H16.9.28
基準点 街区多角点 15.8㎢ 助言 H17.1.6 B 1007 H17.5.30

福島県 田島町 一部 下郷町 一部 森林計画 撮　影 20000 1241.0㎢ (株)中庭測量コンサルタント H16.4.20
舘岩村 一部 伊南村 一部 助言 H16.4.7 B 0002 H16.11.30
南郷村 一部 只見町 一部

福島市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　2点 （株）都市環境整備センター H16.4.20
基準点 ４級  　 　10点 助言 H16.4.26 B 0008 H16.6.30
水　準 ３級  　3.0Km

熱塩加納村 一部 山都町 一部 砂防計画 カラー撮影 10000 95.2㎢ (株)パスコ H15.11.25
西会津町 一部 北塩原村 一部 数値図化 2500 23.4㎢ 助言 H16.4.30 B 0010 H16.7.27
磐梯町 一部 高郷村 一部 空　三 2500  　 　42Ｍ
会津坂下町 一部   写真図 2500 214.5㎢
相馬市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.5.24

助言 H16.5.18 B 0015 H16.12.20
会津坂下町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 (財)福島県区画整理協会 H16.3.19

組合 H16.8.31
助言 H16.6.8 B 0024

郡山市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 東北都市測量設計(株) H16.6.17
助言 H16.6.16 B 0027 H16.7.31

相馬市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　22点 東日本測量（株） H16.7.1
水　準 ３級  　42.6Km 助言 H16.6.30 B 0033 H16.8.20
水　準 ４級  　8.9Km

塩川町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 (財)福島県区画整理協会 H16.7.12
助言 H16.7.12 B 0046 H16.8.31

郡山市 一部 須賀川市 一部 砂防計画 水　準 簡級  　192.9Km 朝日航洋(株) H16.6.25
長沼町 一部 岩瀬村 一部 数値図化 2500 89.2㎢ 助言 H16.7.20 B 0053 三和航測(株) H17.1.26
天栄村 一部 古殿町 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 538.5㎢ 中日本航空(株)
石川町 一部 玉川村 一部 空　三 2500  　 　298Ｍ 東武計画(株)
平田村 一部 浅川町 一部
小野町 一部 滝根町 一部
大越町 一部 都路村 一部
常葉町 一部 船引町 一部
須賀川市 一部   都市計画 数値図化 2500 40.0㎢ 国際航業(株) H16.7.22

助言 H16.7.23 B 0059 H17.2.28
福島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　9点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.8.3

平　板 500 2.8㎢ 助言 H16.7.28 B 0061 H17.3.4
都路村 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　9点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.8.10

地上数値法 500 0.3㎢ 助言 H16.8.5 B 0070 H17.3.25
郡山市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.8.13

地上数値法 500 0.3㎢ 助言 H16.8.6 B 0073 H17.2.10

土地・水資源局国土調査課

福島県県中建設事務所

山形県庄内総合支庁

福島県県北農林事務所

福島県県中農林事務所

福島県田村ほ場整備事務所

東北地方整備局新庄河川事務所

福島県県中建設事務所

福島県相馬北部用水改良事務所

会津坂下町坂下西第二土地区画整理

塩川町

東北地方整備局福島河川国道事務所

郡山市喜久田東原土地区画整理組合

福島県喜多方建設事務所

福島栄町北地区土地区画整理準備会

福島県
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　　　　東北地方

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

福島県 福島市 一部   基準点 ２級  　 　10点
（社）福島県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

H16.8.9

基準点 ３級  　 　15点 助言 H16.8.18 B 0078 H17.3.31
基準点 ４級 1.1㎢
座標変換 ２級  　 　2点
座標変換 ３級  　 　3点
平　板 500 1.1㎢

白河市 一部 表郷村 一部
河川計画及び河川
管理

水　準 ２級
 　60.0Km

30点
(株)藤建技術設計センター H16.8.20

棚倉町 一部 塙町 一部 助言 H16.8.16 B 0080 H16.11.24
矢祭町 一部   

三島町 一部   道路計画 カラー撮影 12500 25.2㎢ (株)写測 H16.8.2
空　三 2500  　 　16Ｍ 助言 H16.8.17 B 0081 H17.2.15
数値図化 2500 21.0㎢

相馬市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 197.7㎢ (株)パスコ H16.8.10
写真図 2500 197.7㎢ 助言 H16.8.20 B 0086 H17.3.25

只見町 一部   砂防計画 数値図化 2500 6.7㎢ (株)八州 H16.6.17
空　三 2500  　 　181Ｍ 助言 H16.8.25 B 0090 H17.2.21
写真図 2500 6.7㎢

いわき市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 日栄地質測量設計(株) H16.8.30
助言 H16.8.26 B 0092 H16.12.20

川内村 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)郡山測量設計社 H16.7.12
基準点 ３級  　 　8点 助言 H16.8.26 B 0093 H17.9.30
平　板 5000 0.1㎢
座標変換 ３級  　 　2点

二本松市 一部 梁川町 一部 砂防計画 数値図化 2500 45.1㎢ 国際航業(株) H16.7.9
月舘町 一部 東和町 一部 写真図 2500 240.8㎢ 助言 H16.8.31 B 0098 H17.2.28
郡山市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 757.1㎢ 朝日航洋(株) H16.7.20

助言 H16.9.3 B 0099 H17.3.28
鹿島町 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　4点 東北都市測量設計(株) H16.7.28

基準点 ３級  　 　5点 助言 H16.9.3 B 0101 H17.3.18
基準点 ４級  　 　80点
平　板 500 0.2㎢

会津若松市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　8点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.9.16
平　板 500 2.0㎢ 助言 H16.9.9 B 0111 H17.1.31

喜多方市 一部 北塩原村 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 141.8㎢ (株)パスコ H16.6.25
山都町 一部 高郷村 一部 数値図化 2500 5.5㎢ 助言 H16.9.14 B 0117 H16.11.11

空　三 2500  　 　70Ｍ
写真図 2500 39.8㎢

原町市 一部 相馬市 一部 砂防計画 水　準 簡級  　86.0Km 新日本航測(株) H16.8.23
鹿島町 一部   数値図化 2500 4.2㎢ 助言 H16.9.16 B 0121 H17.2.28

空　三 2500  　 　135Ｍ
写真図 2500 57.0㎢

棚倉町 一部 矢祭町 一部 砂防計画 水　準 簡級  　131.3Km 国際航業(株) H16.9.27
塙町 一部 鮫川村 一部 数値図化 2500 22.5㎢ 助言 H16.9.24 B 0123 H17.3.18

空　三 2500  　 　94Ｍ
写真図 2500 189.8㎢
座標変換 空三点  　 　88点

法務省不動産登記

法17条地図作製

相馬市

福島県会津若松建設事務所

福島県県南建設事務所

福島県県南建設事務所

福島県喜多方建設事務所

福島県相双建設事務所

福島県会津農林事務所

東北地方整備局磐城国道事務所

郡山市

防衛施設庁仙台防衛施設局

福島県南会津建設事務所

鹿島町

福島県県北建設事務所

福島地方法務局
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　　　　東北地方

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

福島県 会津若松市 一部 只見町 一部 砂防計画 水　準 簡級  　122.0Km (株)写測 H16.9.24
柳津町 一部 三島町 一部 カラー撮影 10000 251.8㎢ 助言 H16.10.25 B 0139 H17.2.28
金山町 一部 昭和村 一部

郡山市 一部   道路台帳 既成図数値化 500 198.4㎢ 国際航業(株) H16.10.20
座標変換 500 198.4㎢ 助言 H16.10.25 B 0141 (株)パスコ H17.2.18

(株)東日路政コンサルタント
(有)県南測量設計センター
(有)増子測量設計事務所
(株)大幸測量設計事務所
(株)開成測量設計社
(株)日本測地コンサルタント
(有)南部技術
日本技術設計コンサルタント(株)
阿部測量(株)
昭和技術設計(株)
(株)郡山測量設計社

いわき市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 日栄地質測量設計(株) H16.11.15
助言 H16.10.25 B 0146 H17.2.28

福島市 一部   都市計画 数値図化 10000 7.0㎢ (株)日測 H16.9.14
数値図修正 10000 15.0㎢ 助言 H16.10.27 B 0149 H16.12.22
座標変換 10000 15.0㎢
編　集 10000 188.0㎢

郡山市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 5.2㎢ アジア航測(株) H16.10.4
その他 航空ﾚｰｻﾞ 1.0㎢ 助言 H16.10.27 B 0153 H16.10.29

郡山市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 2.4㎢ アジア航測(株) H16.10.4
その他 航空ﾚｰｻﾞ 0.8㎢ 助言 H16.10.27 B 0154 H16.12.24
数値図化 1000 0.4㎢

浅川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 昭和技術設計（株） H16.11.8
基準点 ３級  　 　10点 助言 H16.11.1 B 0158 H17.1.31
基準点 ４級  　 　76点

いわき市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 618.3㎢ (株)パスコ H16.6.28
助言 H16.11.8 B 0164 H17.3.18

いわき市 一部   砂防計画 水　準 簡級  　22.1Km アジア航測(株) H16.10.18
カラー撮影 10000 162.1㎢ 助言 H16.11.8 B 0165 H17.3.18
数値図化 2500 14.3㎢
空　三 2500  　 　94Ｍ
写真図 2500 150.1㎢

矢吹町 全域   固定資産 カラー撮影 6000 77.3㎢ アジア航測(株) H16.9.3
写真図 1000 29.8㎢ 助言 H16.11.25 B 0166 H17.3.15

小野町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.11.15
平　板 500 0.3㎢ 助言 H16.11.18 B 0167 H17.3.25

郡山市 一部 本宮町 一部 河川管理 基準点 ２級  　 　3点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.11.4
基準点 ３級  　 　1点 助言 H16.11.26 B 0176 H17.3.31
基準点 ４級  　 　33点
平　板 500 0.1㎢

会津坂下町 一部   道路台帳 水　準 簡級  　39.3Km 東武計画(株) H16.11.1
カラー撮影 5000 48.8㎢ 助言 H16.11.24 B 0179 H17.10.31
数値図化 500 3.6㎢
空　三 500  　 　132Ｍ

矢吹町

福島県田村ほ場整備事務所

会津坂下町

福島県県北建設事務所

福島県いわき建設事務所

福島県いわき建設事務所

郡山市

福島県会津若松建設事務所

福島市

福島県県中農林事務所

福島県県中建設事務所

福島県県中建設事務所

福島県いわき建設事務所
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　　　　東北地方

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

福島県 郡山市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 東北都市測量設計(株) H16.11.22
基準点 ３級  　 　2点 助言 H16.11.26 B 0181 H16.12.22

桑折町 一部 伊達町 一部 砂防計画 水　準 簡級  　29.9Km アジア航測(株) H16.9.8
国見町 一部 保原町 一部 数値図化 2500 26.5㎢ 助言 H16.11.25 B 0182 H17.1.31
霊山町 一部   空　三 2500  　 　47Ｍ

写真図 2500 159.8㎢
下郷町 一部 舘岩村 一部 砂防計画 カラー撮影 12500 227.1㎢ (株)八州 H16.11.10
檜枝岐村 一部 南郷村 一部 助言 H16.12.1 B 0192 H17.2.28
只見町 一部   

会津坂下町 一部 三島町 一部 砂防計画 数値図化 2500 6.6㎢ (株)写測 H16.11.18
金山町 一部 柳津町 一部 写真図 2500 45.8㎢ 助言 H16.12.1 B 0193 H17.3.18
鮫川村 一部   道路計画 水　準 簡級  　5.0Km 国際航業(株) H16.12.7

数値図化 1000 2.1㎢ 助言 H16.12.9 B 0197 H16.12.28
空　三 1000  　 　11Ｍ

白河市 全域 西郷村 全域 固定資産 カラー撮影 12500 850.8㎢ (株)パスコ H16.6.9
表郷村 全域 大信村 全域 写真図 2500 850.8㎢ 助言 H16.12.13 B 0199 H17.3.25
喜多方市 一部 山都町 一部 砂防計画 数値図化 2500 11.8㎢ (株)パスコ H16.10.18
塩川町 一部 磐梯町 一部 空　三 2500  　 　1Ｍ 助言 H16.12.13 B 0200 H17.2.4

写真図 2500 33.0㎢

福島市 一部 郡山市 一部 河川整備、計画 その他 航空ﾚｰｻﾞ 159.0㎢ 国際航業(株) H16.11.25
二本松市 一部 保原町 一部 助言 H16.12.13 B 0203 H17.3.18
桑折町 一部 安達町 一部
本宮町 一部 大玉村 一部
白沢村 一部   

郡山市 一部 須賀川市 一部 河川管理 その他 航空ﾚｰｻﾞ 46.0㎢ アジア航測(株) H16.12.4
梁川町 一部 鏡石町 一部 助言 H16.12.21 B 0207 H17.2.23
矢吹町 一部 玉川村 一部

いわき市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 福島県土地改良事業団体連合会 H16.12.27
平　板 500 0.4㎢ 助言 H16.12.24 B 0212 H17.3.18

二本松市 一部 安達町 一部 森林計画 写測修正 5000 24.2㎢ 新日本航測(株) H17.1.7
大玉村 一部 本宮町 一部 座標変換 5000 24.2㎢ 助言 H17.1.6 B 0216 H17.3.31
福島市 一部 郡山市 一部 河川計画 数値図修正 1000 120.9㎢ アジア航測(株) H16.12.1
二本松市 一部 須賀川市 一部 数値図化 1000 60.1㎢ 助言 H17.3.15 B 0217 H17.3.18
梁川町 一部 保原町 一部
本宮町 一部 鏡石町 一部
玉川村 一部 安達町 一部
桑折町 一部   
飯舘村 一部   河川計画 カラー撮影 10000 51.0㎢ アジア航測(株) H16.12.27

数値図化 2500 5.8㎢ 助言 H17.1.6 B 0220 H17.3.18
直接定位計算 2500  　 　30点

福島市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 13.5㎢ (株)パスコ H16.11.27
数値図化 1000 2.8㎢ 助言 H17.1.24 B 0228 H17.3.15

いわき市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 (財)福島県区画整理協会 H17.1.21
H17.3.22

助言 H17.2.1 B 0229

東北地方整備局福島河川国道事務所

東北地方整備局福島河川国道事務所

独立行政法人都市再生機構　いわき

福島県相双建設事務所

福島県

福島県いわき農林事務所

国土技術政策総合研究所

白河市

福島県喜多方建設事務所

東北地方整備局福島河川国道事務所

福島県県南建設事務所

福島県会津若松建設事務所

福島県南会津建設事務所

福島県県北建設事務所

郡山市

都市開発事務所
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　　　　東北地方

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

福島県 原町市 一部   地盤沈下調査 水　準 １級  　44.0Km (株)福建コンサルタント H17.2.1
助言 H17.2.4 B 0232 H17.3.22

福島市 一部   都市計画 数値図化 10000 54.3㎢ 東武計画(株) H17.3.1
編　集 10000 70.5㎢ 助言 H17.3.8 B 0252 H17.3.31

須賀川市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 62.9㎢ 国際航業(株) H17.2.25
助言 H17.3.14 B 0256 H17.3.25

いわき市 一部   
都市再生街区基本
調査

座標変換 ２級  　 　15点 (株)東コンサルタント H17.2.1

助言 H17.3.22 B 0259 地質基礎工業(株) H17.3.30
松田測量設計(株)

郡山市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 14.3㎢ 陸奥測量設計(株) H16.9.28
基準点 街区多角点 14.9㎢ 助言 H17.1.6 B 1008 H17.3.25

いわき市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 25.8㎢ (株)東コンサルタント H16.9.28
基準点 街区多角点 17.1㎢ 助言 H17.1.6 B 1009 松田測量設計(株) H17.3.25

地質基礎工業(株)

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

須賀川市

福島市

いわき市

原町市
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