
中部地方

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

岐阜県 各務原市 全域   総合計画 撮　影 8000 87.8ｋ㎡ 帝国建設コンサルタント H17.5.2
数値図修正 1000 67.8ｋ㎡ 助言 H17.4.28 E 0005 H18.3.31

山県市 全域   固定資産税 カラー撮影 10000 222.0ｋ㎡ アジア航測(株) H17.5.9
助言 H17.5.24 E 0014 H17.7.29

揖斐川町 一部   固定資産 カラー撮影 10000 56.8ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.5.10
助言 H17.6.10 E 0019 H17.9.30

郡上市 一部   固定資産税 カラー撮影 10000 375.0ｋ㎡ 国際航業(株) H16.10.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 375.0ｋ㎡ 助言 H17.6.14 E 0027 H17.6.30

可児市 全域   総合計画 基準点 ２級  　 　55点 (株)林事務所 H17.6.6
基準点 ３級  　 　80点 助言 H17.6.17 E 0030 H18.3.31

各務原市 一部   用地測量 基準点 ４級  　 　9点 協和調査設計(株) H17.6.20
地上数値法 250  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.6.17 E 0031 H17.8.26

恵那市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 504.2ｋ㎡ アジア航測(株) H17.4.21
助言 H17.6.17 E 0032 H17.7.29

岐阜市 一部   第14条地図作製 基準点 ３級  　 　5点 （有）小野事務所 H17.6.20
基準点 ４級 0.2ｋ㎡ 助言 H17.7.1 E 0033 H17.8.31

多治見市 一部   土地区画整理 座標変換 500 0.5ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.1
助言 H17.6.30 E 0040 H17.7.31

美濃加茂市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 74.8ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.6.15
助言 H17.7.6 E 0044 H18.2.28

岐阜市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　5点 (株)帝国建設コンサルタント H17.7.14
基準点 ４級  　 　111点 助言 H17.8.3 E 0068 H18.2.28

土岐市 一部 多治見市 一部 砂防計画 写測図化 2500 56.5ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.12
助言 H17.8.4 E 0073 H18.3.24

大垣市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 79.8ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.8.10
助言 H17.8.18 E 0083 H17.9.30

各務原市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　5点 大同コンサルタンツ(株) H17.7.25
基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.8.18 E 0087 H17.12.22

大野町 全域   都市計画 写測図化 2500 34.2ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.8.16
写測図化 1000 34.2ｋ㎡ 助言 H17.8.23 E 0089 H17.9.30

垂井町 一部   固定資産 カラー撮影 5000 24.1ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.8.22
助言 H17.8.24 E 0093 H18.3.30

関市 一部   総合計画 基準点 １級  　 　28点 (有)イマセジオシステムズ H17.9.1
助言 H17.9.2 E 0103 H18.1.16

岐阜市 一部   都市計画 写測修正 2500 49.4ｋ㎡ (株)帝国建設コンサルタント H17.9.7
助言 H17.9.14 E 0110 H18.3.15

瑞穂市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 28.2ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.9.5
助言 H17.9.13 E 0112 H18.1.31

北方町 全域   固定資産 カラー撮影 8000 5.2ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.9.26
助言 H17.9.28 E 0121 H18.3.20

揖斐川町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 (株)ワカサコンサル H17.9.14
助言 H17.10.12 E 0126 H17.11.30

海津市 全域   都市計画 カラー撮影 15000 112.3ｋ㎡ (株)イビソク H17.7.21
助言 H17.10.17 E 0135 H18.1.30

関市 全域   都市計画 カラー撮影 15000 472.8ｋ㎡ (株)イビソク H17.7.29
助言 H17.10.17 E 0136 H18.3.10

東白川村 全域   総合計画 カラー撮影 15000 47.7ｋ㎡ (株)イビソク H17.7.29
助言 H17.10.17 E 0137 H17.11.30

中津川市 一部   砂防計画 カラー撮影 12500 538.2ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.9.28
南木曽町 一部 大桑村 一部 助言 H17.10.14 E 0138 H18.2.22
上松町 一部   

測量地域 計画機関

各務原市

山県市

揖斐川町

郡上市

可児市

名古屋防衛施設支局

恵那市

岐阜地方法務局

独立行政法人都市再生機構中部支社

美濃加茂市

岐阜市正木土地区画整理組合

多治見砂防国道事務所

大垣市

各務原市

大野町

垂井町

関市

岐阜市

瑞穂市

北方町

近畿地方整備局福井河川国道事務所

海津市

関市

白川村

中部地方整備局多治見砂防国道事務所
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中部地方

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

岐阜県 岐阜市 全域   道路台帳 座標変換 500 195.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.10.14
助言 H17.10.18 E 0139 H18.3.24

？?ﾊﾐ 全域   固定資産 カラー撮影 10000 320.6ｋ㎡ 朝日航洋（株） H17.10.17
助言 H17.10.24 E 0148 H18.7.31

本巣市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 88.3ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.10.18
助言 H17.10.24 E 0149 H18.1.31

瑞浪市 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　5点 玉野総合コンサルタント(株) H17.11.1
助言 H17.10.27 E 0150 H17.12.20

中津川市 全域   総合計画 カラー撮影 15000 304.8ｋ㎡ （株）イビソク H17.11.9
カラー撮影 8000 50.5ｋ㎡ 助言 H17.11.15 E 0167 H18.3.31

岐阜市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 (株)帝国建設コンサルタント H17.9.26
助言 H17.11.14 E 0172 H18.2.28

岐阜市 一部 瑞穂市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　147.0Km 第一コンサルタント(株) H17.10.19
大垣市 一部 柳津町 一部 助言 H17.11.14 E 0174 H17.12.10
羽島市 一部 安八町 一部
輪之内町 一部 海津市 一部
養老町 一部   
飛騨市 一部   道路台帳 カラー撮影 4000 4.4ｋ㎡ (株)帝国建設コンサルタント H17.10.4

写測図化 500 0.4ｋ㎡ 助言 H17.11.16 E 0181 H18.8.15
基準点 １級  　 　2点
基準点 ２級  　 　8点

岐阜市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 24.6ｋ㎡ ユニオン・興栄共同企業体 H17.8.26
基準点 街区多角点 24.6ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0204 H17.12.6

岐阜市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 20.6ｋ㎡ イビソク・三進・第一コンサルタン H17.8.26
基準点 街区多角点 20.6ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0205 H17.11.28

多治見市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 13.4ｋ㎡ (株)帝国建設コンサルタント H17.9.27
基準点 街区多角点 13.4ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0209 H18.3.13
基準点 街区点 13.4ｋ㎡

可児市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 8.0ｋ㎡ 大日コンサルタント(株) H17.9.27
基準点 街区多角点 8.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0210 H18.1.20
基準点 街区点 8.0ｋ㎡

宮村 一部 久々野町 一部 道路計画 写測図化 1000 0.5ｋ㎡ (株)三栄コンサルタント H17.10.20
助言 H17.11.30 E 0223 H17.12.10

高山市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　2点 中日本航空(株) H17.10.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.11.30 E 0224 H18.3.10
基準点 ４級  　 　14点
縦横断  　5.4Km
写測図化 500 1.2ｋ㎡

可児市 一部 御嵩町 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　15点 玉野総合コンサルタント(株) H17.10.12
基準点 ３級  　 　61点 助言 H17.12.6 E 0233 H18.3.15
基準点 ４級  　 　125点
水　準 簡級  　3.4Km
写測図化 500 2.4ｋ㎡
空　三 2.4ｋ㎡

美濃加茂市 一部 関市 一部 道路台帳 カラー撮影 4000 6.4ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.12.1
垂井町 一部   空　三  　 　13Ｍ 助言 H17.12.7 E 0237 H18.3.13

写測図化 500 0.5ｋ㎡

岐阜市

飛騨市

本巣市

瑞浪市

中津川市

岐阜市

岐阜県

高山国道事務所

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

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

高山国道事務所

中部地方整備局高山国道事務所

多治見砂防国道事務所

岐阜国道事務所

－116－



中部地方

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

岐阜県 飛騨市 一部 高山市 一部 砂防計画 写測図化 2500 10.6ｋ㎡ (株)オリス H17.11.17
空　三  　 　31Ｍ 助言 H17.12.7 E 0238 H18.3.28
座標変換 2500 114.2ｋ㎡

恵那市 一部 瑞浪市 一部 道路計画 カラー撮影 8000 21.9ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.7.26
写測図化 1000 5.4ｋ㎡ 助言 H17.12.7 E 0240 H17.12.20

富加町 全域   都市計画 写測修正 1000 0.3ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.10.24
写測修正 2500 1.4ｋ㎡ 助言 H17.12.7 E 0241 H18.1.20

御嵩町 全域   総合計画 カラー撮影 10000 56.6ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.10.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 56.6ｋ㎡ 助言 H17.12.8 E 0244 H18.3.25

本巣市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 第一コンサルタント(株) H17.10.26
基準点 ４級  　 　18点 助言 H17.12.9 E 0252 H18.3.15

可児市 全域   総合計画 カラー撮影 8000 87.6ｋ㎡ 国際航業(株) H17.12.1
写真図 1000 87.6ｋ㎡ 助言 H17.12.12 E 0256 H18.2.20

垂井町 一部   総合計画 基準点 １級  　 　8点 （有）イマセジオシステムズ H17.11.7
基準点 ２級  　 　7点 助言 H17.12.19 E 0268 H18.3.15

    地盤変動調査 水　準 １級  　90.4Km 中央コンサルタンツ(株) H17.12.1
助言 H18.1.6 E 0276 H18.3.17

神戸町 全域   固定資産 カラー撮影 8000 18.8ｋ㎡ (株)パスコ H17.5.27
助言 H18.1.6 E 0277 H18.2.28

岐阜市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 202.9ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.4
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 202.9ｋ㎡ 助言 H18.2.8 E 0316 H18.3.31
直接定位計算  

岐阜市 一部   都市計画図 写測修正 2500 7.8ｋ㎡ (株)帝国建設コンサルタント H18.1.5
座標変換 2500 7.8ｋ㎡ 助言 H18.2.15 E 0326 H18.3.28

七宗町 一部 白川町 一部 道路計画 写測図化 2500 9.9ｋ㎡ 基礎地盤コンサルタンツ(株) H17.11.15
八百津町 一部   空　三  　 　22Ｍ 助言 H18.2.15 E 0328 H18.2.28

水　準 簡級  　13.0Km

中津川市 全域   道路台帳 平板・修正 1000 4.8ｋ㎡ アジア航測(株) H18.1.20
助言 H18.2.16 E 0329 H18.3.24

恵那市 一部   道路台帳 写測図化 1000 0.1ｋ㎡ 中日本航空測量(株) H18.2.20
助言 H18.2.21 E 0330 H18.3.31

墨俣町 全域   河川管理 カラー撮影 8000 3.4ｋ㎡ (株)パスコ H18.1.20
助言 H18.2.21 E 0331 H18.2.24

大垣市 一部 養老町 一部 河川管理 水　準 ３級  　72.9Km (株)帝国建設コンサルタント H18.2.1
本巣市 一部 瑞穂市 一部 助言 H18.2.22 E 0332 H18.3.24
大野町 一部   

揖斐川町 一部 大野町 一部 河川管理 水　準 ３級  　55.1Km (株)イビソク H18.2.1
神戸町 一部 瑞穂市 一部 助言 H18.2.22 E 0333 H18.3.24
安八町 一部 輪之内町 一部

大垣市 一部 池田町 一部 ダム計画 水　準 ２級  　30.1Km (株)三進 H18.2.3
揖斐川町 一部   水　準 ３級  　37.3Km 助言 H18.2.22 E 0334 H18.3.30
岐阜市 一部   第14条第1項地図作製 基準点 ３級  　 　1点 （有）小野事務所 H18.3.1

基準点 ４級 0.4ｋ㎡ 助言 H18.3.13 E 0348 H18.3.31
羽島市 全域   都市計画図作成 カラー撮影 10000 53.6ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.2.17

助言 H18.3.17 E 0350 H18.3.27
岐南町 一部   総合計画 既成図数値化 500 173.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.22

助言 H18.3.29 E 0370 H18.3.31

神通川水系砂防事務所

多治見砂防国道事務所

富加町

御嵩町

本巣市高砂東部土地区画整理組合

可児市

垂井町

木曽川上流河川事務所

神戸町

岐阜市

岐阜市

岐阜国道事務所

中津川市

恵那市

墨俣町

国土交通省木曽川上流河川事務所

国土交通省木曽川上流河川事務所

中部地方整備局横山ダム工事事務所

岐阜地方法務局

羽島市

岐南町
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中部地方

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

静岡県 菊川市 一部 掛川市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　122.2Km (株)新日 H17.4.11
助言 H17.4.11 E 0001 H18.3.22

沼津市 一部 韮山町 一部 河川管理 航空レーザ 83.8ｋ㎡ アジア航測(株) H17.3.22
伊豆長岡町 一部 大仁町 一部 助言 H17.4.26 E 0002 H18.1.31
修善寺町 一部   

新居町 全域   土地利用判読 カラー撮影 8000 13.5ｋ㎡ フジヤマ H17.4.29
助言 H17.4.28 E 0006 H17.8.31

森町 一部   土地改良 基準点 １級  　 　1点 不二総合コンサルタント(株) H17.4.1
基準点 ２級  　 　2点 助言 H17.4.28 E 0007 H18.3.31
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　35点

御前崎市 全域   土地利用判読 カラー撮影 8000 65.6ｋ㎡ フジヤマ H17.4.29
助言 H17.5.13 E 0008 H18.3.20

磐田市 一部   道路台帳 撮　影 4000 6.2ｋ㎡ 東武計画 H17.5.13
掛川市 一部   数値図化 500 1.0ｋ㎡ 助言 H17.5.13 E 0009 H17.9.26
新居町 一部 舞阪町 一部

藤枝市 一部   道路計画 撮　影 4000  　 　 0.4ｋ㎡ 道雄エンジ H17.5.13
数値図化 500 0.4ｋ㎡ 助言 H17.5.13 E 0010 H17.7.27

沼津市 一部 韮山町 一部 河川管理 カラー撮影 10000 83.8ｋ㎡ アジア航測 H17.3.22
伊豆長岡町 一部 大仁町 一部 助言 H17.6.1 E 0020 H18.1.31
修善寺町 一部   
袋井市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　8点 日本測地設計(株) H17.6.7

基準点 ４級  　 　70点 助言 H17.6.7 E 0023 H17.6.30
小山町 全域   固定資産 数値図修正 1000 31.2ｋ㎡ （株）パスコ H17.5.26

座標変換 1000 31.2ｋ㎡ 助言 H17.6.9 E 0024 H18.3.24
袋井市 全域   道路台帳 既成図数値化 1000 65.2ｋ㎡ （株）フジヤマ H17.6.20

既成図数値化 500 14.9ｋ㎡ 助言 H17.6.9 E 0025 H18.2.28
座標変換 1000 65.2ｋ㎡
座標変換 500 14.9ｋ㎡

沼津市 一部   骨格地形図 写測修正 1000 4.5ｋ㎡ (株)パスコ H17.4.26
助言 H17.6.29 E 0036 H18.3.30

御殿場市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 (株)滝口測量設計 H17.7.1
基準点 ３級  　 　13点 助言 H17.6.30 E 0039 H17.11.30
基準点 ４級  　 　70点

伊豆市 一部   農道整備 基準点 ３級  　 　5点 伸東測量設計(株) H17.7.1
基準点 ４級  　 　12点 助言 H17.7.13 E 0043 H17.12.15

掛川市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　5点 (株)大橋測量 H17.7.15
助言 H17.7.8 E 0045 H17.8.31

掛川市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　2点 (株)フジヤマ H17.7.19
助言 H17.7.14 E 0049 H17.8.31

湖西市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 55.1ｋ㎡ （株）浜名湖国際頭脳センター H17.6.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 55.1ｋ㎡ 助言 H17.7.14 E 0050 H17.8.31

菊川市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.15
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.7.14 E 0051 H18.1.31
基準点 ４級  　 　41点
地上数値法 500 0.1ｋ㎡

静岡市 一部   都市計画 水　準 簡級  　15.0Km 国際航業(株) H17.7.6
空　三  　 　35Ｍ 助言 H17.7.25 E 0054 H18.3.17
写測図化 2500 19.5ｋ㎡

静岡県

沼津河川国道工事事務所

新居町

栗ノ島地区土地改良事業共同施行

御前崎市

日本道路公団東京管理局　袋井管理事務所

日本道路公団東京管理局　静岡管理事務所

中部地方整備局沼津河川国道事務所

袋井市久能向土地区画整理組合

小山町

袋井市

沼津市

東部農林事務所

静岡県東部農林事務所

掛川市

掛川市

湖西市

菊川市

静岡市
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中部地方

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

静岡県 静岡市 一部   田子の浦港中央ふ頭基 基準点 ２級  　 　1点 日本海洋調査(株) H17.7.21
水　準 ２級  　4.0Km 助言 H17.7.22 E 0056 H17.9.10

浜松市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 不二総合コンサルタント(株) H17.7.25
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.7.22 E 0057 H18.3.17

掛川市 一部   河川管理 写測図化 1000 3.5ｋ㎡ アジア航測(株) H17.6.25
助言 H17.8.4 E 0071 H17.10.24

掛川市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　4点 服部エンジニア(株) H17.8.19
助言 H17.8.18 E 0085 H17.10.31

菊川市 全域   都市計画 撮　影 0.16 94.2ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.26
写測図化 2500 94.2ｋ㎡ 助言 H17.8.23 E 0091 H18.3.20

浜松市 一部   用地測量 基準点 ３級  　 　4点 (株)フジヤマ H17.7.23
基準点 ４級  　 　13点 助言 H17.9.2 E 0102 H17.9.30

三島市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 62.1ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.25
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 62.1ｋ㎡ 助言 H17.9.8 E 0109 H18.3.20

島田市 一部 藤枝市 一部 森林調査 撮　影 20000 1841.0ｋ㎡ 東武計画(株) H17.9.26
川根町 一部 中川根町 一部 助言 H17.9.21 E 0115 H17.11.30
本川根町 一部   
新城市 一部 作手村 一部
鳳来町 一部 東栄町 一部
設楽町 一部 津具村 一部
豊根村 一部   
美杉村 一部 飯南町 一部
大台町 一部 飯高町 一部
宮川村 一部   
沼津市 一部   土地区画整理 基準点 １級  　 　1点 (株)静岡都市設計 H17.8.1

基準点 ２級  　 　3点 助言 H17.9.22 E 0116 H18.2.13
基準点 ３級  　 　4点
基準点 ４級  　 　115点

御殿場市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 114.2ｋ㎡ 国際航業(株) H17.9.12
写測図化 2500 114.2ｋ㎡ 助言 H17.10.3 E 0122 H18.10.30

伊豆市 一部   農道計画 基準点 ２級  　 　1点 不二総合コンサルタント(株) H17.9.26
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.10.12 E 0128 H18.2.20

伊豆市 一部   農道計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)フジヤマ H17.9.15
助言 H17.10.12 E 0129 H18.1.31

芝川町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)フジヤマ H17.9.30
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.10.12 E 0130 H18.1.16

焼津市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 昭和設計(株) H17.10.3
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.10.13 E 0132 H18.3.10
基準点 ４級  　 　62点
地上数値法 500 0.1ｋ㎡

藤枝市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 不二総合コンサルタント(株) H17.9.20
基準点 ３級  　 　7点 助言 H17.10.13 E 0134 H19.3.20
基準点 ４級 0.2ｋ㎡
地上数値法 500 0.2ｋ㎡
地上数値法 1000 0.2ｋ㎡

掛川市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　5点 不二総合コンサルタント(株) H17.10.14
基準点 ４級  　 　30点 助言 H17.10.17 E 0144 H18.1.31

裾野市 一部   工業用地整備計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)東日 H17.10.7
助言 H17.10.18 E 0146 H18.3.28

川根本町 一部   固定資産 写測修正 1000 7.2ｋ㎡ (株)パスコ H17.10.18
座標変換 1000 7.2ｋ㎡ 助言 H17.10.24 E 0151 H18.3.22

中部地方整備局清水港湾事務所

独立行政法人都市再生機構　浜北都市開発事務

浜松河川国道事務所

掛川市

菊川市

横浜防衛施設局

三島市

名古屋国税局

沼津市

御殿場市

静岡県東部農林事務所

静岡県東部農林事務所

芝川町

焼津市大村南部土地区画整理組合

藤枝市横内・岡部町三輪土地区画整理組合

掛川市

裾野市

川根本町
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中部地方

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

静岡県 御殿場市 一部 静岡市 一部 道路台帳 撮　影 4000 4.4ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.10.11
写測図化 500 0.4ｋ㎡ 助言 H17.11.30 E 0153 H18.3.15
平板・修正 500 3.0ｋ㎡
空　三 4.4ｋ㎡
基準点 ３級  　 　5点
基準点 ４級  　 　88点

磐田市 全域   道路台帳 写測図化 2500 164.1ｋ㎡ 国際航業(株) H17.8.26
写測図化 1000 164.1ｋ㎡ 助言 H17.11.15 E 0166 H19.3.12

伊豆の国市 一部   農道整備 基準点 ２級  　 　2点 (株)フジヤマ H17.11.15
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.11.16 E 0178 H18.2.20

浜松市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　70点 不二総合コンサルタント(株) H17.9.10
助言 H17.11.16 E 0183 H19.3.31

袋井市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 昭和設計(株) H17.10.24
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.11.16 E 0184 H18.3.10
基準点 ４級  　 　82点

富士市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.1ｋ㎡ (株)アクト H17.8.24
基準点 街区多角点 9.1ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0187 H18.1.24
基準点 街区点 9.1ｋ㎡

富士市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 14.2ｋ㎡ (株)東海建設コンサルタント H17.8.24
基準点 街区多角点 14.2ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0188 H18.3.8
基準点 街区点 14.2ｋ㎡

富士市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 11.2ｋ㎡ (株)富士測量事務所 H17.8.25
基準点 街区多角点 11.2ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0195 H18.2.13
基準点 街区点 11.2ｋ㎡

静岡市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 45.0ｋ㎡ 昭和設計(株) H17.8.26
基準点 街区多角点 45.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0206 H18.1.10

静岡市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 34.8ｋ㎡ (株)建設コンサルタントセンター H17.8.26
基準点 街区多角点 34.8ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0207 H17.12.21

富士宮市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 12.1ｋ㎡ 東海技術開発(株) H17.8.27
基準点 街区多角点 12.1ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0211 H18.3.6
基準点 街区点 12.1ｋ㎡

島田市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.1ｋ㎡ 大鐘測量設計(株) H17.9.27
基準点 街区多角点 9.1ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0212 H18.2.23
基準点 街区点 9.1ｋ㎡

藤枝市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 7.4ｋ㎡ (株)松和技研 H17.10.26
基準点 街区多角点 7.4ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0217 H18.3.3
基準点 街区点 7.4ｋ㎡

藤枝市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 140.7ｋ㎡ 国際航業(株) H17.12.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 140.7ｋ㎡ 助言 H17.11.30 E 0220 H18.2.28

沼津市 一部 三島市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　47.3Km 関東測量(株) H17.11.25
伊豆の国市 一部 清水町 一部 助言 H17.12.6 E 0234 H18.2.28
函南町 一部   

岡部町 全域   固定資産 カラー撮影 5000 53.3ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.11.28
助言 H17.12.7 E 0235 H18.3.15

中部地方整備局静岡国道事務所

磐田市

東部農林事務所

浜松市

袋井市春岡土地区画整理組合

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

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

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

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

藤枝市

静岡県環境森林部

岡部町
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中部地方

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

静岡県 袋井市 全域   固定資産 カラー撮影 解像度16cm 108.6ｋ㎡ (株)パスコ H17.11.7
直接定位計算  助言 H17.12.7 E 0243 H18.3.24

浜松市 一部   都市計画 カラー撮影 30000 966.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.11.22
写測図化 10000 966.4ｋ㎡ 助言 H17.12.8 E 0247 H19.2.28

河津町 一部 伊東市 一部 砂防計画 写測図化 2500 83.0ｋ㎡ (株)ウエスコ H17.12.15
伊豆市 一部 島田市 一部 空　三  　 　63Ｍ 助言 H17.12.8 E 0249 三和航測(株) H18.3.15
相良町 一部 御前崎市 一部 中日本航空(株)
掛川市 一部 袋井市 一部 アジア航測(株)
菊川市 一部 森町 一部 国際航業(株)
佐久間町 一部   (株)パスコ
富士市 一部   土地改良 基準点 １級  　 　5点 伸東測量設計(株) H17.12.9

基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.12.9 E 0255 H18.1.31
焼津市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 45.9ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.28

助言 H17.12.14 E 0260 H18.3.17
掛川市 全域   総合計画 カラー撮影 265.6ｋ㎡ (株)パスコ H17.12.12

助言 H17.12.14 E 0261 H18.3.31
沼津市 全域   固定資産税 カラー撮影 8000 187.1ｋ㎡ 国際航業(株) H17.8.1

航空レーザ 187.1ｋ㎡ 助言 H17.12.15 E 0262 H18.3.17
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 187.1ｋ㎡

御殿場市 一部   治山対策 航空レーザ 94.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.10.22
助言 H17.12.15 E 0263 H18.3.10

富士市 一部   固定資産 カラー撮影 解像度20cm 186.9ｋ㎡ (株)パスコ H17.11.17
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 186.9ｋ㎡ 助言 H17.12.20 E 0274 H18.3.10

伊豆の国市 一部   総合計画 基準点 １級  　 　9点 協和コンサルタント(株) H18.1.5
基準点 ２級  　 　13点 助言 H18.1.5 E 0279 H18.3.20

静岡市 一部   砂防計画 航空レーザ 146.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.9.6
助言 H18.1.13 E 0281 H18.3.10

沼津市 一部 蒲原町 一部 海岸保全 カラー撮影 12500 69.3ｋ㎡ 第一航業(株) H17.12.7
写測修正 2500 13.4ｋ㎡ 助言 H18.1.13 E 0284 H18.3.24

富士宮市 一部   地籍調査 基準点 図根三角 7.0ｋ㎡ (株)フジヤマ H18.1.5
基準点 図根多角 7.0ｋ㎡ 助言 H18.1.13 E 0285 H18.9.29

焼津市 一部   都市計画 写測修正 2500 11.3ｋ㎡ 国際航業(株) H18.1.16
編　集 5000 34.7ｋ㎡ 助言 H18.1.13 E 0287 H18.2.24

静岡市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)フジヤマ H18.1.10
基準点 ３級  　 　19点 助言 H18.1.13 E 0289 H18.3.30

沼津市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 静岡県土地改良事業団体連合会 H18.1.11
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.1.16 E 0291 H18.3.20

新居町 一部   道路計画図作成 基準点 ２級  　 　1点 (株)中部綜合コンサルタント H17.12.12
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.1.19 E 0295 H18.3.24
基準点 ４級  　 　16点

由比町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 (株)フジヤマ H17.12.29
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.1.19 E 0296 H18.2.28

掛川市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)大橋測量 H18.1.25
助言 H18.1.23 E 0302 H18.3.17

藤枝市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 4.3ｋ㎡ 多摩測量設計事業協同組合 H17.12.22
基準点 街区多角点 4.3ｋ㎡ 助言 H18.2.3 E 0310 H18.3.27
基準点 街区点 4.3ｋ㎡

伊豆市 全域   道路台帳 写測図化 1000 364.0ｋ㎡ (株)パスコ H18.1.30
写測図化 2500 364.0ｋ㎡ 助言 H18.2.8 E 0313 (株)東日 H19.3.20
空　三  　 　400Ｍ

袋井市

浜松市

静岡県

静岡県富士農林事務所

焼津市

掛川市

沼津市

静岡県東部農林事務所

富士市

伊豆の国市

静岡河川事務所

沼津河川国道事務所

富士宮市

焼津市

吉原土地改良区

静岡県東部農林事務所

新居町

西山寺阿僧土地改良区

掛川市

国土交通省土地・水資源局国土調査課

伊豆市
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中部地方

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

静岡県 浜松市 一部   固定資産 カラー撮影 UCD 4.6ｋ㎡ （株）浜名湖国際頭脳センター H17.12.1
カラー撮影 UCD 8.2ｋ㎡ 助言 H18.2.15 E 0327 H18.3.31
カラー撮影 ADS40 121.2ｋ㎡

御殿場市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 玉野総合コンサルタント(株) H18.2.23
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.2.28 E 0339 H18.3.31
基準点 ４級  　 　20点
地上数値法 500  　 　 0.1ｋ㎡

浜松市 一部   亡失に伴う新設 基準点 ３級  　 　1点 (株)フジヤマ H18.3.1
助言 H18.3.13 E 0346 H18.3.24

浜松市 一部   地形図作成 カラー撮影 12500 61.1ｋ㎡ (株)フジヤマ H18.3.14
写測修正 2500 61.1ｋ㎡ 助言 H18.3.17 E 0351 H19.2.28

菊川市 一部   地籍調査（基準点再設） 基準点 ２級  　 　2点 服部エンジニア(株) H18.3.10
助言 H18.3.20 E 0365 H18.4.28

愛知県 知多市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 (株)協同コンサルタント H17.4.1
基準点 ４級  　 　2点 助言 H17.4.26 E 0004 H17.4.29

名古屋市 一部   道路台帳 平　板 500  　17.0Km (株)大屋測量設計 H17.5.14
助言 H17.5.13 E 0011 (株)中部テック H17.11.13

泰平コンサルタント(株)
(株)石田技術コンサルタンツ

豊橋市 一部   登記基準点設置 基準点 ２級  　 　4点 栄土地測量設計(株) H17.5.10
助言 H17.5.17 E 0012 H17.6.10

豊田市 一部   登記基準点設置 基準点 ２級  　 　4点 栄土地測量設計(株) H17.5.10
助言 H17.5.17 E 0013 H17.6.10

西春町 一部   下水道台帳 写測修正 1000 0.5ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.5.23
助言 H17.5.26 E 0015 H17.7.31

名古屋市 一部 春日井市 一部 河川定期縦横断測量 水　準 ３級  　30.0Km (株)パスコ H17.5.26
瀬戸市 一部   助言 H17.5.26 E 0016 H17.8.26
多治見市 一部   

名古屋市 一部 西枇杷島町 一部 河川定期縦横断測量 水　準 ３級  　41.6Km 大同コンサルタンツ(株) H17.5.26
新川町 一部 甚目寺町 一部 助言 H17.5.26 E 0017 H17.6.30
大治町 一部   

三好町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 (株)中部テック H17.6.1
助言 H17.5.30 E 0018 H17.10.31

大口町 全域   都市計画 基準点 ２級  　 　28点 (株)名邦テクノ H17.6.1
基準点 ３級  　 　92点 助言 H17.6.7 E 0021 H17.9.30

名古屋市 一部   都市計画 基準点 １級  　 　1点 新晃コンサルタント(株) H17.6.10
助言 H17.6.7 E 0022 H17.7.9

江南市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 30.2ｋ㎡ アジア航測(株) H17.4.13
写測修正 1000 6.0ｋ㎡ 助言 H17.6.13 E 0026 H18.2.28
写測修正 2500 24.2ｋ㎡

名古屋市 一部   区画整理 座標変換 1000 0.4ｋ㎡ 名古屋都市整備公社 H17.6.13
助言 H17.6.15 E 0029 H17.7.20

    地盤変動調査 水　準 １級  　542.0Km 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.1
助言 H17.6.27 E 0035 (株)中部テック H18.2.28

(株)朝日設計事務所
柴山コンサルタント(株)

名古屋市 一部   道路台帳 平　板 500 0.5ｋ㎡ 井上測量設計(株) H17.7.1
助言 H17.6.29 E 0037 中部復建(株) H17.12.12

浜松市

御殿場市中山大坂土地区画整理組合

浜松市

浜松市

菊川市

知多岡田善坪・西二夕俣土地区画整理組合

名古屋市

法務省名古屋法務局

法務省名古屋法務局

西春町

中部地方整備局　庄内川河川事務所

中部地方整備局　庄内川河川事務所

三好町

大口町

名古屋市

江南市

名古屋市新家特定土地区画整理組合

愛知県

名古屋市
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中部地方

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

愛知県 三好町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 玉野総合コンサルタント(株) H17.6.1
地上数値法 500 0.3ｋ㎡ 助言 H17.6.30 E 0038 H18.1.31

大府市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 玉野総合コンサルタント(株) H17.6.8
助言 H17.7.1 E 0041 H18.3.20

碧南市 一部   都市計画 写測修正 2500 32.8ｋ㎡ アジア航測(株) H17.7.7
助言 H17.7.7 E 0046 H18.3.24

豊田市 一部   地籍調査 基準点 図根三角  (株)安藤調査設計事務所 H17.8.1
助言 H17.7.14 E 0047 愛徳コンサルタント(株) H17.11.30

豊橋市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 清水コンサルタント(株) H17.7.11
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.7.14 E 0048 H17.11.7
基準点 ４級  　 　14点
地上数値法 500  　 　 0.1ｋ㎡

名古屋市 一部   不動産登記法第14条第 基準点 ３級  　 　2点 東亜測量設計(株) H17.7.21
助言 H17.7.22 E 0058 H17.12.31

一宮市 一部   登記基準点設置 基準点 ２級  　 　4点 東亜測量設計(株) H17.7.13
助言 H17.7.22 E 0059 H17.10.31

半田市 一部   登記基準点設置 基準点 ２級  　 　4点 東亜測量設計(株) H17.7.13
助言 H17.7.22 E 0060 H17.10.31

春日井市 一部   登記基準点設置 基準点 ２級  　 　4点 東亜測量設計(株) H17.7.13
助言 H17.7.22 E 0061 H17.10.31

大府市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 (株)オオバ H17.7.11
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.7.28 E 0063 H17.10.31
基準点 ３級  　 　32点
地上数値法 500  

東栄町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.1
平　板 500  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.8.3 E 0064 H18.3.25
水　準 簡級  　1.0Km

扶桑町 一部   都市計画 基準点 ３級  　 　1点 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.27
助言 H17.8.3 E 0065 H17.8.29

長久手町 全域   都市計画 カラー撮影 8000 21.5ｋ㎡ (株)中測技研 H17.6.28
数値図化 2500 21.5ｋ㎡ 助言 H17.8.4 E 0070 H18.2.28

名古屋市 一部   道路台帳 写測図化 500   　 　 0.1ｋ㎡ 八千代エンジニヤリング(株) H17.6.20
助言 H17.8.4 E 0072 H17.7.31

師勝町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 8.4ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.20
写測修正 2500 8.4ｋ㎡ 助言 H17.8.4 E 0074 H18.1.25
座標変換 2500 8.4ｋ㎡

西春町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 10.0ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.20
写測修正 2500 10.0ｋ㎡ 助言 H17.8.4 E 0075 H18.2.1
座標変換 2500 10.0ｋ㎡

豊山町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 6.2ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.20
写測修正 2500 6.2ｋ㎡ 助言 H17.8.4 E 0076 H18.3.20
座標変換 2500 6.2ｋ㎡

名古屋市 全域 一宮市 一部 共用空間データ 数値図修正 739.9ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.9.1
豊田市 一部 小牧市 全域 座標変換  　 　 326.5ｋ 助言 H17.8.5 E 0078 H18.3.31
新城市 全域 大府市 全域
飛島村 全域 幸田町 全域
三好町 全域   

三好町

大府深廻間特定土地区画整理組合

碧南市

豊田市

豊橋火打坂川土地区画整理組合

法務省名古屋法務局

法務省名古屋法務局

法務省名古屋法務局

法務省名古屋法務局

大府半六下土地区画整理組合

東栄町

扶桑町

長久手町

名古屋国道事務所

師勝町

西春町

豊山町

愛知県
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中部地方

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

愛知県 名古屋市 一部   道路台帳 平　板 500 0.5ｋ㎡ (株)新日 H17.8.4
助言 H17.8.8 E 0079 玉野総合コンサルタント(株) H18.2.28

一宮市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 113.9ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.8
写測修正 2500 113.9ｋ㎡ 助言 H17.8.10 E 0081 H17.12.28

新城市 一部   豊川用水二期事業 基準点 ４級  　 　36点 (株)拓工 H17.8.8
路　線 簡級  　1.5Km 助言 H17.8.10 E 0082 H17.12.24

長久手町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　7点 (株)名邦テクノ H17.8.17
基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.8.18 E 0086 H18.3.25
基準点 ４級 0.5ｋ㎡

春日井市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 92.7ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.8.17
助言 H17.8.23 E 0088 H18.3.20

田原市 一部   都市計画 カラー撮影 8000 82.2ｋ㎡ (株)パスコ H17.8.18
写測修正 2500 82.2ｋ㎡ 助言 H17.8.23 E 0090 H17.8.18
既成図数値化 2500 82.2ｋ㎡

日進市 全域   都市計画 写測修正 2500 34.9ｋ㎡ (株)パスコ H17.5.19
座標変換 2500 34.9ｋ㎡ 助言 H17.8.24 E 0092 H18.1.31

大口町 全域   道路台帳 カラー撮影 10000 13.6ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.8.6
写測修正 1000 13.5ｋ㎡ 助言 H17.8.29 E 0098 H18.3.3
写測修正 2500 13.5ｋ㎡

東海市 全域   都市計画 写測修正 1000 33.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.26
写測修正 2500 43.4ｋ㎡ 助言 H17.8.29 E 0099 H18.2.10

常滑市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 42.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.26
写測修正 1000 4.3ｋ㎡ 助言 H17.8.29 E 0100 H18.2.28
写測修正 2500 42.1ｋ㎡

東郷町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)名邦テクノ H17.8.29
助言 H17.9.2 E 0101 H17.9.26

碧南市 一部   都市計画 基準点 ３級  　 　3点 玉野総合コンサルタント(株) H17.7.22
助言 H17.9.2 E 0105 H17.10.31

額田町 全域   都市計画 座標変換 2500 160.3ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.1
助言 H17.9.9 E 0107 H17.10.30

小牧市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　13点 中央コンサルタンツ(株) H17.9.1
基準点 ４級  　 　251点 助言 H17.9.8 E 0108 H18.3.31
地上数値法 500  　0.2Km

名古屋市 一部   都市計画 基準点 １級  　 　1点 (株)サンキ H17.9.7
助言 H17.9.9 E 0111 H17.10.6

名古屋市 全域   地盤変動調査 水　準 １級  　242.0Km (株)神田設計 H17.10.1
助言 H17.9.15 E 0113 H18.3.10

愛西市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 11.1ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.9.13
写測修正 2500 38.8ｋ㎡ 助言 H17.9.14 E 0114 H18.3.18
座標変換 2500 57.5ｋ㎡

安城市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　9点 愛知県土地改良事業団体連合会 H17.10.3
基準点 ３級  　 　31点 助言 H17.9.27 E 0118 H18.3.15
基準点 ４級 1.3ｋ㎡

名古屋市

一宮市

独立行政法人　水資源機構　豊川用水総合事業

長久手土地改良区

春日井市

愛知県　　田原市

日進市

大口町

東海市

常滑市

東郷町

碧南市

額田町

小牧市

名古屋市

名古屋市

愛西市

愛知県西三河農林水産事務所
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中部地方

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

愛知県 安城市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　10点 愛知県土地改良事業団体連合会 H17.10.3
基準点 ３級  　 　32点 助言 H17.9.27 E 0119 H18.3.15
基準点 ４級 1.0ｋ㎡

岡崎市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　8点 前田コンサルタント(株) H17.10.5
基準点 ４級  　 　60点 助言 H17.9.27 E 0120 H18.3.31
水　準 ３級  　3.0Km
平板・修正 500 0.1ｋ㎡

安城市 全域   道路台帳 カラー撮影 10000 86.0ｋ㎡ アジア航測(株) H17.10.4
助言 H17.10.5 E 0123 H17.12.22

豊明市 一部   砂防計画 写測図化 1000  　 　 　 0.1ｋ 中日本航空(株) H17.10.4
助言 H17.10.5 E 0124 H18.3.24

名古屋市 一部   道路台帳 平　板 500  　 　 　 0.1ｋ （株）カナエジオマチックス H17.10.14
助言 H17.10.12 E 0125 H18.1.15

三好町 一部   道路台帳基準点改測） 基準点 ２級  　 　10点 アジア航測(株) H17.10.3
助言 H17.10.13 E 0131 H17.12.27

弥富町 一部 飛島村 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　105.0Km (株)大日調査設計 H17.9.26
名古屋市 一部 東海市 一部 助言 H17.10.17 E 0142 H18.3.10
知多市 一部   

愛西市 一部 弥富町 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　191.6Km 中部復建(株) H17.10.14
羽島市 一部 平田町 一部 助言 H17.10.17 E 0143 H18.3.17
海津市 一部   
桑名市 一部 木曽岬町 一部
南知多町 一部 美浜町 一部 河川管理 写測図化 1000 5.0ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.9.30
大府市 一部 東浦町 一部 助言 H17.10.19 E 0147 H17.12.20
知多市 一部 東海市 一部

豊橋市 一部 豊川市 一部 土砂災害防止対策推進 写測図化 1000 1.0ｋ㎡ アジア航測(株) H17.10.21
蒲郡市 一部 田原市 一部 座標変換 1000 1.0ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0154 H17.11.30
音羽町 一部 御津町 一部

東栄町 一部 豊根村 一部 土砂災害防止対策推進 写測図化 1000 0.1ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.10.5
座標変換 1000 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0155 H18.2.28

鳳来町 一部 作手村 一部 土砂災害防止対策推進 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 基礎地盤コンサルタンツ(株) H17.10.3
座標変換 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0156 H18.2.28

新城市 一部   土砂災害防止対策推進 写測図化 1000 0.1ｋ㎡ 国際航業(株) H17.10.3
座標変換 1000 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0157 H18.2.28

設楽町 一部 津具村 一部 土砂災害防止対策推進 写測図化 1000 0.1ｋ㎡ 応用地質(株) H17.10.13
座標変換 1000 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0158 H18.2.28

長久手町 一部   土砂災害防止対策推進 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.9.24
座標変換 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0159 H18.3.24

犬山市 一部   土砂災害防止対策推進 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 国際航業(株) H17.10.22
座標変換 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0160 H17.12.20

西尾市 一部 吉良町 一部 土砂災害防止対策推進 写測図化 1000 0.3ｋ㎡ 国際航業(株) H17.10.14
幡豆町 一部 幸田町 一部 座標変換 1000 0.3ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0161 H18.2.28
額田町 一部   

尾張旭市 一部   土砂災害防止対策推進 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.11.10
座標変換 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.11.7 E 0162 H18.3.24

愛西市 一部   道路台帳 写測図化 1000 1.8ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.9.29
助言 H17.11.15 E 0163 H18.3.27

愛知県西三河農林水産事務所

日本道路公団中部支社豊田工事事務所

安城市

愛知県尾張建設事務所

名古屋市

三好町

名古屋港管理組合

木曽川下流河川事務所

愛知県知多建設事務所

東三河建設事務所

新城設楽建設事務所

新城設楽建設事務所

新城設楽建設事務所

新城設楽建設事務所

尾張建設事務所

一宮建設事務所

西三河建設事務所

尾張建設事務所

愛西市
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中部地方

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

愛知県 豊川市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 65.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.10.17
助言 H17.11.10 E 0164 H17.12.22

一宮町 全域   総合計画 カラー撮影 10000 36.6ｋ㎡ アジア航測(株) H17.10.17
助言 H17.11.10 E 0165 H18.3.22

大府市 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.11.10
助言 H17.11.15 E 0168 H17.11.10

犬山市 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.24
助言 H17.11.15 E 0169 H18.3.20

豊川市 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.6ｋ㎡ アジア航測(株) H17.11.10
助言 H17.11.15 E 0170 H17.11.10

三好町 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.3ｋ㎡ アジア航測(株) H17.9.2
助言 H17.11.15 E 0171 H18.3.10

豊川市 一部 豊橋市 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)飯沼コンサルタント H17.10.19
基準点 ４級  　 　16点 助言 H17.11.14 E 0175 H18.2.9

安城市 一部 碧南市 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　4点 三和航測(株) H17.10.31
基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.11.16 E 0177 H18.2.28
基準点 ４級  　 　76点
路　線 ４級  　2.1Km
平　板 500 0.4ｋ㎡

名古屋市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 （財）　名古屋都市整備公社 H17.9.9
基準点 ３級  　 　20点 助言 H17.11.16 E 0179 H18.3.1

岡崎市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　6点 (株)中部テック H17.11.10
助言 H17.11.16 E 0185 H18.3.31

豊根村 一部 東栄町 一部 計画 空　三 2500 22.9ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.11.1
富山村 一部   写測図化 2500 32.7ｋ㎡ 助言 H17.11.30 E 0186 H18.3.15
佐久間町 一部   水　準 ２級  　64.0Km

水　準 ４級  　5.0Km
一宮市 一部 津島市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 22.8ｋ㎡ (株)新日 H17.8.24
岩倉市 一部 師勝町 一部 基準点 街区多角点 22.8ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0189 H18.3.17
瀬戸市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 14.4ｋ㎡ (株)大増コンサルタンツ H17.8.24

基準点 街区多角点 14.4ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0190 H18.1.24
春日井市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 11.9ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.8.24

基準点 街区多角点 11.9ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0191 H18.1.16
春日井市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 20.2ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.8.24

基準点 街区多角点 20.2ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0192 H18.3.3
碧南市 一部 高浜市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 17.5ｋ㎡ 大日コンサルタント(株) H17.8.24

基準点 街区多角点 17.5ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0193 H18.1.30
刈谷市 一部 豊明市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 19.0ｋ㎡ 藤コンサル（株） H17.8.24

基準点 街区多角点 19.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0194 H18.1.18
豊田市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 17.3ｋ㎡ (株)オオバ H17.8.25

基準点 街区多角点 17.3ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0196 H18.1.30
豊田市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 14.1ｋ㎡ (株)オオバ H17.8.25

基準点 街区多角点 14.1ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0197 H18.1.13
西尾市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 11.0ｋ㎡ (株)大増コンサルタンツ H17.8.25

基準点 街区多角点 11.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0198 H18.1.10
小牧市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 13.7ｋ㎡ (株)石田技術コンサルタンツ H17.8.25

基準点 街区多角点 13.7ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0199 H18.1.23
東海市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 14.5ｋ㎡ (株)帝国建設コンサルタント H17.8.25

基準点 街区多角点 14.5ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0200 H18.1.13
尾張旭市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 7.8ｋ㎡ (株)大興計測技術 H17.8.25

基準点 街区多角点 7.8ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0201 H17.12.26

豊川市

一宮町

大府市

犬山市

豊川市

三好町

中部地方整備局名四国道事務所

中部地方整備局名四国道事務所

名古屋市大高南特定土地区画整理組合

岡崎真伝特定土地区画整理組合

浜松河川国道事務所

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

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

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

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

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

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
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中部地方

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

愛知県 安城市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.9ｋ㎡ (株)愛河調査設計 H17.9.16
基準点 街区三角点 10.9ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0208 H18.1.31

蒲郡市 一部 田原市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 9.9ｋ㎡ (株)中部テック H17.9.27
基準点 街区多角点 9.9ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0213 H18.2.13
基準点 街区点 9.9ｋ㎡

豊橋市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 13.3ｋ㎡ (株)大地コンサルタント H17.9.28
基準点 街区多角点 13.3ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0214 H18.2.28

豊橋市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.4ｋ㎡ (株)朝日設計事務所 H17.10.26
基準点 街区多角点 9.4ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0218 H18.3.9
基準点 街区点 9.4ｋ㎡

豊橋市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 12.2ｋ㎡ 日本振興・小松測量共同企業体 H17.10.26
基準点 街区多角点 12.2ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0219 H18.3.24
基準点 街区点 12.2ｋ㎡

新城市 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.11.21
助言 H17.11.30 E 0221 H18.2.20

半田市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 47.2ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.11.1
助言 H17.11.30 E 0222 H18.3.27

東浦町 一部   （仮称）三丁公園整備事 基準点 ２級  　 　1点 玉野総合コンサルタント(株) H17.10.12
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.11.30 E 0226 H18.2.20

豊田市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　11点 (株)オオバ H17.8.12
基準点 ３級  　 　44点 助言 H17.11.30 E 0227 H18.3.30
水　準 ３級  　17.5Km
撮　影 4000 2.0ｋ㎡
写測図化 500 0.2ｋ㎡

岡崎市 一部   土地区画整理（基準点 基準点 ２級  　 　4点 玉野総合コンサルタント(株) H17.10.25
基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.12.6 E 0230 H18.3.23
基準点 ４級  　 　137点

知立市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 (株)オオバ H17.11.28
基準点 ４級  　 　33点 助言 H17.12.6 E 0231 H18.3.15
水　準 ２級  　2.0Km
水　準 ３級  　1.6Km
平　板 500 0.1ｋ㎡

名古屋市 一部   土地区画整理（画地確 基準点 ４級 0.2ｋ㎡ (株)オオバ H17.10.21
地上数値法 500 0.2ｋ㎡ 助言 H17.12.6 E 0232 H18.3.20
座標変換 ４級 0.1ｋ㎡

小牧市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 62.8ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.11.30
助言 H17.12.7 E 0236 H18.3.20

常滑市 一部 東海市 一部 砂防計画 写測図化 1000 0.2ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.11.28
知多市 一部 阿久比町 一部 助言 H17.12.7 E 0239 H18.3.24
南知多町 一部 美浜町 一部
岡崎市 全域 額田町 全域 固定資産 カラー撮影 8000 387.2ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.1

助言 H17.12.7 E 0242 H18.3.10
阿久比町 一部   道路台帳 撮　影 4000 9.0ｋ㎡ 中日本航空測量(株) H17.10.28

空　三  　 　46Ｍ 助言 H17.12.8 E 0245 H18.3.17
写測修正 500 0.8ｋ㎡
既成図数値化 500 0.8ｋ㎡

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

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

国土交通省土地・水資源局国土調査課

新城市

半田市

東浦町

中部地方整備局名四国道事務所

岡崎蓑川南部土地区画整理組合

知立市

名古屋市八ツ松土地区画整理組合

愛知県　　小牧市

知多建設事務所

岡崎市

阿久比町

－127－



中部地方

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

愛知県 半田市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 玉野総合コンサルタント(株) H17.10.1
基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.12.9 E 0250 H18.3.23
基準点 ４級 0.3ｋ㎡
水　準 ３級  　2.7Km
水　準 ４級  　6.2Km
平　板 500 0.3ｋ㎡

豊橋市 一部   水路計画 基準点 １級  　 　2点 内外エンジニアリング(株) H17.11.1
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.12.9 E 0253 H18.3.9

刈谷市 全域   道路台帳 平板・修正 500 0.2ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.11
助言 H17.12.12 E 0257 H18.3.24

瀬戸市 全域   都市計画 写測修正 2500 111.6ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.1
助言 H17.12.14 E 0259 H18.3.27

半田市 一部   地すべり対策 基準点 ２級  　 　1点 アローコンサルタント(株) H17.11.30
助言 H17.12.19 E 0264 H18.1.30

名古屋市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　6点 中日本航空(株) H17.11.9
基準点 ４級  　 　23点 助言 H17.12.19 E 0265 H18.3.30
水　準 ３級  　4.0Km

稲沢市 全域   総合計画 カラー撮影 5000 122.8ｋ㎡ (株)みちのく計画 H17.11.25
助言 H17.12.19 E 0266 H18.3.30

豊田市 一部 三好町 一部 砂防計画 写測図化 1000 1.7ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.1
助言 H17.12.19 E 0267 (株)パスコ H18.3.9

大府市 一部 豊明市 一部 道路台帳 基準点 ４級  　 　45点 東武計画(株) H17.10.8
写測図化 500 0.4ｋ㎡ 助言 H17.12.22 E 0270 H18.3.17

日進市 一部   砂防計画 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.12.26
助言 H17.12.20 E 0271 H18.3.24

東郷町 一部   砂防計画 写測図化 1000  　 　 0.1ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.12.26
助言 H17.12.20 E 0272 H18.3.24

    道路台帳 カラー撮影 4000 27.9ｋ㎡ (株)パスコ H17.8.9
写測図化 500 2.1ｋ㎡ 助言 H17.12.22 E 0273 H18.2.28
写測修正 500 0.6ｋ㎡
基準点 ２級  　 　16点
基準点 ３級  　 　28点
水　準 ３級  　87.4Km

名古屋市 一部 春日井市 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　33点 玉野総合コンサルタント(株) H17.10.22
清須市 一部 甚目寺町 一部 水　準 ３級  　47.9Km 助言 H18.1.6 E 0275 H18.3.10
飛島村 一部 弥富町 一部 写測図化 500 2.4ｋ㎡

基準点 ２級  　 　14点
東海市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　15点 (株)つかもと H17.12.1

助言 H18.1.16 E 0280 H18.3.31
豊田市 一部   道路台帳 写測図化 500 1.5ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.9.1

写測修正 500 0.1Km 助言 H18.1.13 E 0283 H18.3.10
水　準 ３級  　42.8Km
基準点 １級  　 　44点

甚目寺町 一部   道路台帳 平板・修正 1000 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.1
助言 H18.1.13 E 0286 H18.3.20

犬山市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　2点 中央コンサルタンツ(株) H18.1.4
基準点 ４級  　 　21点 助言 H18.1.13 E 0288 H18.2.28
平　板 500 0.1Km
路　線  　0.4Km

豊明市 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　1点 (有)名古屋エンジニアリング H17.11.24
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.1.13 E 0290 H18.2.3

半田市

独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部

刈谷市

瀬戸市

愛知県知多建設事務所

愛知国道事務所

稲沢市

豊田加茂建設事務所

名四国道事務所

尾張建設事務所

尾張建設事務所

名古屋国道事務所

名古屋国道事務所

愛知県知多建設事務所

名古屋国道事務所

甚目寺町

愛知県一宮建設事務所

豊明市
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中部地方

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

愛知県 春日井市 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　2点 泰平コンサルタント(株) H18.1.16
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.1.16 E 0292 H18.3.20
基準点 ４級  　 　42点
水　準 ３級  　12.0Km
平　板 500 0.1ｋ㎡

名古屋市 一部   道路台帳 カラー撮影 4000 0.2ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.1.11
写測修正 500 0.1ｋ㎡ 助言 H18.1.16 E 0293 H18.3.31
写測図化 500 0.1ｋ㎡

大府市 全域 常滑市 全域 その他 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 348.0ｋ㎡ 朝日航洋(株) H17.12.22
東浦町 全域 武豊町 全域 助言 H18.1.18 E 0294 H18.3.24
阿久比町 全域 美浜町 全域
東海市 全域 南知多町 全域
豊橋市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 (株)葵設計事務所 H18.1.10

助言 H18.1.19 E 0297 H18.3.20
岡崎市 一部   河川管理 基準点 １級  　 　4点 司開発(株) H18.1.30

基準点 ３級  　 　23点 助言 H18.1.19 E 0299 H18.3.30
基準点 ４級  　 　98点

扶桑町 一部   測量標保全（改測） 基準点 １級  　 　1点 玉野総合コンサルタント(株) H17.12.27
助言 H18.1.19 E 0301 H18.3.6

豊田市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　7点 (株)オオバ H17.12.26
助言 H18.1.23 E 0303 H18.3.31

蒲郡市 一部   地籍調査 基準点 ２級  　 　8点 (株)中部テック H18.1.20
基準点 ３級  　 　17点 助言 H18.1.23 E 0304 H18.2.13

安城市 全域   道路台帳 平板・修正 1000 0.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.20
助言 H18.1.26 E 0305 H18.3.22

知多市 全域   道路台帳 平板・修正 1000 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.19
助言 H18.1.26 E 0306 H18.3.24

碧南市 全域   道路台帳 平板・修正 500  　 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.8
助言 H18.1.26 E 0307 H18.3.24

瀬戸市 全域   道路台帳 平板・修正 500 0.5ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.7
助言 H18.1.26 E 0308 H18.3.18

東海市 全域   道路台帳 平板・修正 500 0.1ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.30
助言 H18.1.26 E 0309 H18.3.31

小牧市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）カナエジオマチックス H18.2.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.2.3 E 0312 H18.3.13

春日井市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 玉野総合コンサルタント(株) H18.1.31
基準点 ３級  　 　9点 助言 H18.2.8 E 0317 H18.3.20
基準点 ４級  　0.1ｋ㎡

名古屋市 一部 蟹江町 一部 計画 カラー撮影 10000  中日本航空(株) H18.1.11
大治町 一部 甚目寺町 一部 基準点 １級  　 　31点 助言 H18.3.22 E 0318 H18.3.24
清洲市 一部 春日井市 一部 直接定位計算  
春日町 一部 西春町 一部
師勝町 一部 豊山町 一部
瀬戸市 一部 尾張旭市 一部
多治見市 一部 土岐市 一部
瑞浪市 一部   
刈谷市 一部 知立市 一部 計画 カラー撮影 10000 20.5ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.1.23
安城市 一部 碧南市 一部 直接定位計算  助言 H18.2.10 E 0319 H18.3.19

愛知県尾張建設事務所

名古屋国道事務所

知多建設事務所

愛知県東三河建設事務所

中部地方整備局豊橋河川事務所

扶桑町

豊田浄水特定土地区画整理組合

蒲郡市

安城市

知多市

碧南市

瀬戸市

東海市

愛知県尾張建設事務所

春日井大留上土地区画整理組合

庄内川河川事務所

知立建設事務所
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中部地方

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

愛知県 犬山市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)アルファ日産 H18.1.26
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.2.10 E 0322 H18.2.28
基準点 ４級  　 　30点
地上数値法 500 1.6ｋ㎡

豊橋市 一部   公共基準点改測 基準点 ２級  　 　3点 (株)朝日設計事務所 H17.10.26
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.2.17 E 0325 H18.3.31

名古屋市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　7点 中部地域整備(株) H18.1.20
基準点 ４級  　 　50点 助言 H18.2.22 E 0335 H18.3.31

武豊町 一部   座標変換（改測） 基準点 ２級  　 　3点 (株)中京エンジニアリング H18.2.16
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.2.22 E 0336 H18.3.28

一宮市 一部 犬山市 一部 河川計画 基準点 １級  　 　39点 玉野総合コンサルタント(株) H18.2.6
扶桑町 一部   基準点 ３級  　 　164点 助言 H18.2.22 E 0337 H18.3.30
岐阜市 一部 各務原市 一部
可児市 一部 美濃加茂市 一部
春日井市 一部   土地区画整理（座標変 基準点 ２級  　 　3点 (株)つかもと H18.1.24

基準点 ３級  　 　8点 助言 H18.2.22 E 0338 H18.3.10
豊橋市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)国土開発センター H18.1.7

基準点 ３級  　 　14点 助言 H18.2.28 E 0342 H18.3.22
基準点 ４級  　 　42点
水　準 ３級  　8.0Km
平板・修正 500 0.1ｋ㎡

碧南市 一部 西尾市 一部 河川管理 基準点 １級  　 　3点 (株)サンヨーナイスコーポレーショ H18.3.20
基準点 ２級  　 　20点 助言 H18.3.20 E 0343 H18.3.30
基準点 ３級  　 　48点

瀬戸市 一部   土砂災害防止対策 写測図化 1000 0.1ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.2.27
助言 H18.3.2 E 0344 H18.3.24

小牧市 全域   道路台帳 平板・修正 500 0.2ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.5
助言 H18.3.2 E 0345 H18.3.22

碧南市 一部   河川管理 水　準 ２級  　22.7Km アマノコンサルタント(株) H18.3.1
助言 H18.3.13 E 0347 H18.3.30

安城市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　15点 中央コンサルタンツ(株) H18.3.1
基準点 ３級  　 　60点 助言 H18.3.13 E 0349 H18.3.31
基準点 ４級  　 　600点

安城市 一部   改測 基準点 ２級  　 　4点 (株)愛河調査設計 H17.9.16
助言 H18.3.13 E 0352 H18.3.30

名古屋市 一部   街区点測量 基準点 街区点 27.2ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.12.20
助言 H18.3.20 E 0354 H18.3.31

名古屋市 一部   街区点測量 基準点 街区点 24.1ｋ㎡ 三協調査設計(株) H17.12.20
助言 H18.3.20 E 0355 H18.3.31

刈谷市 一部 豊明市 一部 街区点測量 基準点 街区点 30.1ｋ㎡ 藤コンサル(株) H17.12.22
安城市 一部   助言 H18.3.20 E 0356 H18.3.31
豊田市 一部   街区点測量 基準点 街区点 31.4ｋ㎡ (株)拓工 H17.12.22

助言 H18.3.20 E 0357 H18.3.31
東海市 一部   街区点測量 基準点 街区点 14.5ｋ㎡ 三協調査設計(株) H17.12.22

助言 H18.3.20 E 0358 H18.3.31
碧南市 一部 西尾市 一部 街区点測量 基準点 街区点 28.5ｋ㎡ 久松測量設計(株) H17.12.22
高浜市 一部   助言 H18.3.20 E 0359 H18.3.31
一宮市 一部 津島市 一部 街区点測量 基準点 街区点 22.8ｋ㎡ (株)オオバ H17.12.21
岩倉市 一部 師勝町 一部 助言 H18.3.20 E 0360 H18.3.31

愛知県一宮建設事務所

豊橋市

名古屋市荒田土地区画整理組合

武豊祠峯土地区画整理組合

中部地方整備局木曽川上流河川事務所

春日井市

独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部

中部地方整備局豊橋河川事務所

尾張建設事務所

愛知県　　小牧市

中部地方整備局豊橋河川事務所

安城市

安城市

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

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

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

国土交通省土地・水資源局国土調査課
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中部地方

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

愛知県 小牧市 一部 瀬戸市 一部 街区点測量 基準点 街区点 35.9ｋ㎡ 若鈴コンサルタンツ(株) H17.12.20
尾張旭市 一部   助言 H18.3.20 E 0361 H18.3.31
春日井市 一部   街区点測量 基準点 街区点 32.1ｋ㎡ (株)朝日設計事務所 H17.12.17

助言 H18.3.20 E 0362 H18.3.31
名古屋市 一部   都市計画 基準点 １級  　 　1点 (株)サンキ H18.2.27

助言 H18.3.20 E 0364 H18.3.31
碧南市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 玉野総合コンサルタント(株) H18.3.10

基準点 ４級  　 　33点 助言 H18.3.20 E 0366 H18.5.31
名古屋市 一部   土地区画整理（座標変 基準点 ３級  　 　4点 中部地域整備(株) H18.3.10

基準点 ４級  　 　3点 助言 H18.3.20 E 0367 H18.6.25
豊田市 一部   砂防計画 写測図化 2500 36.6ｋ㎡ アジア航測(株) H18.3.20

助言 H18.3.22 E 0368 H18.3.20
豊田市 一部   砂防計画 写測図化 2500 45.0ｋ㎡ アジア航測(株) H18.1.13

助言 H18.3.22 E 0369 H18.4.28
岡崎市 一部 西尾市 一部 道路計画 カラー撮影 10000 45.0ｋ㎡ 国際航業(株) H18.2.24
一色町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 45.0ｋ㎡ 助言 H18.3.30 E 0371 H18.3.30
刈谷市 一部 東浦町 一部 河川図作成 写測図化 1000 5.4ｋ㎡ 朝日航洋(株) H18.2.23
武豊町 一部 東海市 一部 助言 H18.3.30 E 0372 中日本航空(株) H18.4.30
知多市 一部 常滑市 一部
美浜町 一部 南知多町 一部

三重県 松阪市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 (株)新日 H17.4.15
数値図化 500  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.4.26 E 0003 H17.6.30

芸濃町 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　6点 (財)三重県建設技術センター H17.6.10
基準点 ３級  　 　37点 助言 H17.6.15 E 0028 H17.7.30
水　準 ３級  　7.5Km

津市 一部   第14条地図作製 基準点 ４級  　 　145点 (有)左近測地 H17.4.1
地上数値法 500 0.3ｋ㎡ 助言 H17.7.1 E 0034 H18.3.31

桑名市 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　3点 （株）川崎測量 H17.6.27
基準点 ４級  　 　19点 助言 H17.7.1 E 0042 H17.8.31

川越町 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　1点 三重測量(株) H17.7.15
助言 H17.7.28 E 0055 H17.8.31

桑名市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　4点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.8.1
助言 H17.7.28 E 0062 H18.3.24

南島町 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　2点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.8.1
助言 H17.8.3 E 0066 H18.3.20

南島町 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　3点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.8.1
助言 H17.8.3 E 0067 H18.3.20

伊勢市 一部 二見町 一部 河川計画 カラー撮影 10000 202.7ｋ㎡ 国際航業(株) H17.4.15
御薗村 一部 小俣町 一部 写測修正 2500 22.6ｋ㎡ 助言 H17.8.4 E 0069 H17.9.26
玉城町 一部 度会町 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10000 202.7ｋ㎡
南勢町 一部 大宮町 一部 航空レーザ 50.0ｋ㎡
明和町 一部 多気町 一部
勢和村 一部 大台町 一部
名張市 一部 青山町 一部 砂防計画 写測図化 2500 141.0ｋ㎡ (株)GIS関西 H17.7.1
美杉村 一部   助言 H17.8.5 E 0077 H18.3.31
    都市計画 カラー撮影 10000 10.3ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.8.1

数値図修正 1000 2.0ｋ㎡ 助言 H17.8.22 E 0080 H18.3.30
数値図修正 2500 6.0ｋ㎡
座標変換 1000 2.0ｋ㎡
座標変換 2500 6.0ｋ㎡

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

名古屋市

碧南札木土地区画整理組合

名古屋市赤松北部土地区画整理組合

豊田加茂建設事務所

豊田加茂建設事務所

西三河建設事務所

知多建設事務所

松阪市第一農住組合

芸濃町

津地方法務局

桑名市

川越町

三重県北勢県民局桑名農政部

南島町

南島町

三重河川国道事務所

木津川上流河川事務所

朝日町
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中部地方

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

三重県 四日市市 一部   公共基準点改測 基準点 ２級  　 　2点 丸栄調査設計(株) H17.7.4
助言 H17.8.18 E 0084 H17.9.30

上野市 一部 青山町 一部 砂防計画 写測図化 2500 60.0ｋ㎡ (株)オオバ H17.8.2
大山田村 一部   助言 H17.8.25 E 0094 H18.3.9
月ケ瀬村 一部   

上野市 一部 青山町 一部 砂防計画 写測図化 2500 51.0ｋ㎡ (株)アイ・エヌ・エー H17.8.3
白山町 一部   助言 H17.8.25 E 0095 H18.2.18
多気町 一部   道路台帳 既成図数値化 1000 370.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.6.25

平板・修正 1000 38.2ｋ㎡ 助言 H17.9.2 E 0096 H17.11.30
木曽岬町 全域   総合計画 カラー撮影 10000 12.2ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.6.29

助言 H17.8.29 E 0097 H18.3.24
白山町 一部 青山町 一部 砂防計画 写測図化 2500 60.0ｋ㎡ 東武計画(株) H17.7.30
上野市 一部 名張市 一部 助言 H17.9.9 E 0106 H18.2.24
山添村 一部   

桑名市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 （株）川崎測量 H17.9.26
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.9.27 E 0117 H17.11.24
基準点 ４級  　 　14点
水　準 ３級  　1.7Km
路　線 500  　0.4Km
平　板  　 　 0.1ｋ㎡

志摩市 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　4点 (有)テクノスリー H17.9.29
基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.10.12 E 0127 H18.1.31
基準点 ４級  　 　200点
水　準 ４級  　7.0Km
地上数値法 500 0.7ｋ㎡

松阪市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　1点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.9.30
助言 H17.10.13 E 0133 H18.3.17

玉城町 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　2点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.10.11
助言 H17.10.17 E 0140 H18.2.28

桑名市 一部 川越町 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　113.0Km 加藤コンサルタント（株） H17.10.11
四日市市 一部 木曽岬町 一部 助言 H17.10.17 E 0141 H18.3.17
名張市 全域   固定資産税 カラー撮影 10000 129.8ｋ㎡ 国際航業(株) H17.6.10

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 129.8ｋ㎡ 助言 H17.10.18 E 0145 H18.3.28
四日市市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 (株)オオバ H17.10.20

基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.10.27 E 0152 H18.2.14
地上数値法 500 0.1ｋ㎡

美杉村 一部   砂防計画（座標変換含） 基準点 ２級  　 　1点 (株)ダイヤコンサルタント H17.11.10
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.11.14 E 0173 H17.12.25
基準点 ４級  　 　50点

亀山市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　2点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.10.20
助言 H17.11.16 E 0176 H18.3.16

伊賀市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 (株)共同技術コンサルタント H17.11.7
地上数値法 500  助言 H17.11.16 E 0180 H17.12.26

松阪市 全域   総合計画 カラー撮影 8000 632.8ｋ㎡ (株)パスコ H17.9.29
写測図化 1000 73.9ｋ㎡ 助言 H17.11.16 E 0182 H20.2.28
写測修正 1000 142.9ｋ㎡
座標変換 1000 142.9ｋ㎡
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 632.8ｋ㎡

四日市市

木津川上流河川事務所

木津川上流河川事務所

多気町

木曽岬町

木津川上流河川事務所

桑名市

志摩市

松阪地方県民局農政商工部

玉城町

三重県

名張市

四日市市

近畿地方整備局木津川上流河川事務所

北勢県民局農政商工部

伊賀県民局農政商工部

松阪市
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中部地方

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

三重県 桑名市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.0ｋ㎡ (株)共同技術コンサルタント H17.8.25
基準点 街区多角点 10.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0202 H18.1.10

津市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 21.2ｋ㎡ 南海カツマ（株） H17.8.25
基準点 街区多角点 21.2ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0203 H17.11.28

伊勢市 一部 尾鷲市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 14.8ｋ㎡ (株)三重中央コンサルタント H17.9.28
基準点 街区多角点 14.8ｋ㎡ 助言 H17.11.18 E 0215 H18.3.17
基準点 街区点 14.8ｋ㎡

亀山市 一部 伊賀市 一部 地籍調査 基準点 街区三角点 7.3ｋ㎡ 三重測量(株) H17.9.28
基準点 街区多角点 7.3ｋ㎡ 助言 H17.10.18 E 0216 H18.2.3
基準点 街区点 7.3ｋ㎡

松阪市 一部 多気町 一部 境界杭等座標化測量 基準点 ２級  　 　54点 (株)弘洋コンサルタンツ H17.9.29
鈴鹿市 一部 亀山市 一部 基準点 ３級  　 　374点 助言 H17.11.30 E 0225 H18.3.10
津市 一部 伊勢市 一部

川越町 全域   総合計画 基準点 ２級  　 　29点 中日本航空(株) H17.11.28
基準点 ３級  　 　99点 助言 H17.11.30 E 0228 H18.2.28
水　準 ２級  　23.0Km

桑名市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　18点 (株)オオバ H17.12.12
助言 H17.11.30 E 0229 H18.2.28

菰野町 全域   デジタルオルソ作成 カラー撮影 8000 106.9ｋ㎡ 玉野総合コンサルタント(株) H17.11.11
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 106.9ｋ㎡ 助言 H17.12.8 E 0246 H18.3.31

四日市市 全域   都市計画 座標変換 2500 205.2ｋ㎡ (株)パスコ H17.10.24
助言 H17.12.8 E 0248 H18.3.14

伊賀市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)共同技術コンサルタント H17.12.5
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.12.9 E 0251 H17.12.26
基準点 ４級  　 　13点
地上数値法 500  　 　 0.1ｋ㎡

四日市市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　11点 (株)サンヨーナイスコーポレーショ H17.10.28
地上数値法 500  　 　 0.1ｋ㎡ 助言 H17.12.9 E 0254 H18.3.15

宮川村 一部   地籍調査 基準点 評定点  南海測量設計(株) H17.9.1
助言 H17.12.14 E 0258 H18.3.20

松阪市 一部   確定測量 基準点 ２級  　 　4点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.12.19
助言 H17.12.19 E 0269 H18.3.17

いなべ市 一部   地籍調査 基準点 図根三角  　 　12点 南海測量設計(株) H17.12.26
助言 H18.1.5 E 0278 H18.3.20

いなべ市 全域   総合計画 カラー撮影 8000 219.6ｋ㎡ 国際航業(株) H17.9.3
写測修正 2500 47.9ｋ㎡ 助言 H18.1.13 E 0282 H18.3.17
写測修正 1000 25.5ｋ㎡
写測図化 1000 29.8ｋ㎡
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 219.6ｋ㎡

いなべ市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　1点 (株)新日 H18.1.13
地上数値法 500 0.1ｋ㎡ 助言 H18.1.19 E 0298 H18.3.24

伊賀市 一部   確定測量 基準点 ３級  　 　2点 三重県土地改良事業団体連合会 H17.12.22
基準点 ４級  　 　9点 助言 H18.2.10 E 0300 H18.3.20

津市 一部 鈴鹿市 一部 道路台帳 カラー撮影 4000 2.2ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.1.30
写測図化 500 2.2ｋ㎡ 助言 H18.2.8 E 0314 H18.3.20
直接定位計算  

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

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

中部地方整備局三重河川国道事務所

川越町

桑名市

菰野町

四日市市

伊賀町土地改良区

四日市市午起土地区画整理組合

宮川村

松阪地方県民局　農政商工部

いなべ市

いなべ市

南山土地改良事業共同施行設立準備委員会

三重県伊賀県民局農政商工部

三重河川国道事務所
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中部地方

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

三重県 津市 一部   農道台帳 カラー撮影 10000 0.3ｋ㎡ 中日本航空(株) H18.1.31
写測図化 1000 0.3ｋ㎡ 助言 H18.2.8 E 0315 H18.3.22
空　三  　 　3Ｍ

四日市市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　4点 三重測量設計(株) H18.2.6
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.2.10 E 0321 H18.3.20

四日市市 一部   街区点測量 基準点 街区点 31.8ｋ㎡ 丸栄調査設計(株) H17.10.29
助言 H18.3.20 E 0353 H18.3.31

桑名市 一部   街区点測量 基準点 街区点 10.0ｋ㎡ (株)イビソク H17.12.26
助言 H18.3.20 E 0363 (株)三進 H18.3.31

    道路台帳 平板・修正 1000 0.4ｋ㎡ (財)三重県建設技術センター H17.11.21
写測修正 1000 2.0ｋ㎡ 助言 H18.3.31 E 0373 (株)かんこう H18.4.24
カラー撮影 8000 139.8ｋ㎡ アジア航測(株)
座標変換 1000 2.4ｋ㎡ (株)パスコ

(有)ダイトオ測量設計
(有)大起設計所
(有)林エンジニアリング
(株)東海測量
(有)山川測量設計
(株)福田測量社
(株)大和総合企画
(有)南勢テクノ
（有）テクノプラン
南測量設計事務所
(有)御紀測量

津地方県民局農水商工部

三重河川国道事務所

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

三重県
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