
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 三朝町 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 H17.4.15
助言 H17.4.18 G 0005 H18.3.20

鳥取市 一部 岩美町 全域 森林計画 撮　影 16000 812.0㎢ (株)ウエスコ H17.5.13
八頭町 一部   助言 H17.5.10 G 0009 H17.10.31
南部町 全域   総合計画 カラー撮影 10000 114.0㎢ （株）ジェクト中国 H17.4.15

カラー撮影 20000 114.0㎢ 助言 H17.5.16 G 0015 H17.8.10
空　三 10000 114.0㎢
写測修正 5000 114.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 114.0㎢

南部町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H17.5.26
助言 H17.5.30 G 0020 H18.3.25

鳥取市 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 H17.5.31
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.5.31 G 0021 H17.9.28
基準点 ４級 0.1㎢

倉吉市 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 126.1㎢ (株)パスコ H17.3.23
数値図化 2500 27.9㎢ 助言 H17.6.6 G 0022 H17.8.31
数値図修正 2500 6.3㎢
既成図数値化 2500 63.5㎢

八頭町 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 H17.6.9
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.6.9 G 0027 H17.12.28
基準点 ４級 0.1㎢

鳥取市 一部 若桜町 一部 千代川航空レーザ測量 航空レーザ 170.0㎢ アジア航測(株) H17.5.27
智頭町 一部 八頭町 一部 助言 H17.6.14 G 0029 H17.11.30
江府町 一部   その他 基準点 ２級  　 　63点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H17.6.17

助言 H17.6.21 G 0032 H18.3.24
智頭町 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 H17.6.30

基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.7.5 G 0043 H18.3.24
基準点 ４級 0.1㎢

境港市 一部   基準点移設 基準点 ２級  　 　1点 山陰開発コンサルタント(株) H17.7.20
松江市 一部   助言 H17.7.15 G 0062 H17.9.20
日南町 一部   道路計画 基準点 １級  　 　15点 (株)セトウチ H17.6.30
庄原市 一部   基準点 ３級  　 　39点 助言 H17.7.28 G 0084 H17.10.31

水　準 ３級  　41.7Km
境港市 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 0.4㎢ (株)ウエスコ H17.7.13

数値図化 500 0.4㎢ 助言 H17.8.8 G 0102 H18.1.31
空　三  　 　4Ｍ
水　準 ３級  　6.0Km

伯耆町 一部   陸上自衛隊日光演習場 基準点 ２級  　 　3点 (株)広洋コンサルタント H17.7.13
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.8.12 G 0112 H17.12.16
基準点 ４級  　 　28点

八頭町 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 H17.8.19
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.8.19 G 0123 H18.3.10
基準点 ４級 0.1㎢

鳥取市 一部   総合計画 カラー撮影 10000 259.6㎢ (株)ウエスコ H17.6.24
空　三  　 　60Ｍ 助言 H17.8.19 G 0125 H18.3.20
数値図化 2500 34.4㎢
数値図修正 2500 225.2㎢
水　準 簡級  　8.2Km

鳥取県　　三朝町

鳥取県

鳥取県　　南部町

鳥取県　　南部町

鳥取県　　鳥取市

中国地方整備局倉吉河川国道事務所

鳥取県八頭郡八頭町

鳥取河川国道事務所

江府町

智頭町

島根県

中国地方整備局三次河川国道事務所

鳥取県　　境港市

広島防衛施設局

鳥取県　　八頭町

鳥取県　　鳥取市

測量地域 計画機関
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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 南部町 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 H17.8.23
助言 H17.8.23 G 0129 H18.3.25

境港市 一部   美保飛行場周辺の移転 基準点 ３級  　 　2点 (株)アサヒ測量設計事務所 H17.9.3
助言 H17.9.12 G 0152 H17.9.30

江府町 一部   工業団地用地調査 基準点 ２級  　 　2点 アサヒコンサルタント(株) H17.8.12
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H17.10.3 G 0189 H18.3.28

伯耆町 全域 米子市 一部 総合計画 カラー撮影 20000 340.0㎢ 鵬技術コンサルタント(株) H17.10.1
大山町 一部 南部町 一部 空　三  　 　57Ｍ 助言 H17.10.7 G 0200 H18.8.20
日野町 一部 江府町 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10000 340.0㎢

鳥取市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 765.7㎢ (株)ウエスコ H17.6.24
空　三  　 　60Ｍ 助言 H17.10.17 G 0211 H18.3.20
数値図化 2500 34.4㎢
数値図修正 2500 200.6㎢
水　準 簡級  　8.2Km
座標変換 2500 232.2㎢

鳥取市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 鵬技術コンサルタント(株) H17.11.14
水　準 ３級  　9.0Km 助言 H17.11.9 G 0227 H18.3.31

鳥取市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　5点 中電技術コンサルタント(株) H17.11.10
基準点 ３級  　 　5点 助言 H17.11.9 G 0228 H18.3.31
水　準 ３級  　8.1Km
座標変換 ２級  　 　2点

大山町 全域   都市計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10000 190.4㎢ サンイン技術コンサルタント(株) H17.11.7
数値図化 2500 120.7㎢ 助言 H17.11.15 G 0230 H18.3.24
写測修正 2500 45.0㎢
既成図数値化 2500 45.0㎢
既成図数値化 5000 24.7㎢
空　三 2500  　 　6Ｍ

米子市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 2500 25.8㎢ (株)パスコ H17.11.21
助言 H17.11.25 G 0253 H18.2.3

鳥取市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 鵬技術コンサルタント(株) H17.12.5
助言 H17.11.29 G 0261 H18.3.31

鳥取市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 鳥取県土地改良事業団体連合会 H17.12.26
基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.12.26 G 0275 H18.3.10
基準点 ４級  　 　62点

    標高データの取得 航空レーザ 6300.0㎢ 国際航業(株) H17.12.7
    助言 H18.1.18 G 0303 H18.3.31
    
    
岩美町 一部   下水道計画 数値図化 500 0.2㎢ (株)アール企画 H17.12.26

助言 H18.1.24 G 0308 H18.3.24
倉吉市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 5.5㎢ 西谷技術コンサルタント(株) H17.10.5

基準点 街区多角点 5.5㎢ 助言 H18.1.24 G 0326 H18.2.24
鳥取市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 16.5㎢ (株)パスコ H17.10.5

基準点 街区多角点 16.5㎢ 助言 H18.1.24 G 0327 H18.3.10
鳥取市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 １級  　 　1点 (株)パスコ H17.10.5

助言 H18.2.7 G 0350 H18.3.20
大山町 一部 伯耆町 一部 砂防計画 数値図化 2500 24.0㎢ (株)ウエスコ H18.2.13

助言 H18.2.13 G 0363 H18.3.15
鳥取市 一部   森林計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5000 73.0㎢ (株)ウエスコ H18.2.13

写測修正 5000 73.0㎢ 助言 H18.2.13 G 0364 H18.3.27

鳥取県　　南部町

広島防衛施設局

鳥取県　　江府町

鳥取県　　伯耆町

鳥取県　　鳥取市

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

鳥取県　　大山町

鳥取県　　米子市

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

土地・水資源局国土調査課

土地・水資源局国土調査課

鳥取県　　鳥取市

鳥取県　　鳥取市

中国地方整備局

鳥取県西部総合事務所

鳥取県

鳥取県　　岩美町
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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 倉吉市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　9点 鵬技術コンサルタント(株) H18.3.1
基準点 ３級  　 　14点 助言 H18.2.27 G 0376 H18.4.30
水　準 ３級  　9.2Km

鳥取市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ２級  　 　3点 (株)パスコ H17.10.5
助言 H18.3.9 G 0387 H18.3.20

鳥取市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ２級  　 　5点 (株)パスコ H17.10.5
基準点  　 　41点 助言 H18.3.14 G 0392 H18.3.20

米子市 全域   固定資産航空写真撮影 カラー撮影 5000 132.2㎢ アジア航測(株) H18.3.31
直接定位計算 132.2㎢ 助言 H18.3.31 G 0399 H19.3.31

江津市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 江の川コンサルタント(株) H17.4.25
基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.4.27 G 0006 H17.8.17

雲南市 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 H17.5.1
基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H17.5.9 G 0010 H18.3.30

松江市 一部   河川計画 水　準 ３級  　7.6Km (株)古川コンサルタント H17.6.9
平　板 0.2㎢ 助言 H17.6.9 G 0024 H18.2.28
路　線  　2.4Km

安来市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.8.1
基準点 ３級  　 　17点 助言 H17.7.5 G 0041 H18.3.31
基準点 ４級 1.8㎢

隠岐の島町 一部   下水道計画 カラー撮影 5000 1.3㎢ （株）ジェクト中国 H17.7.1
数値図化 500 1.3㎢ 助言 H17.7.7 G 0044 H17.10.20
空　三 500  　 　14Ｍ
水　準 簡級 1.3㎢

松江市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　12点 イズテック(株) H17.7.12
基準点 ４級  　 　89点 助言 H17.7.12 G 0046 H18.2.28
水　準 ３級  　10.2Km
平　板 0.2㎢
縦横断  　7.3Km

松江市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　10点 (株)シマダ技術コンサルタント H17.7.12
基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H17.7.12 G 0047 H18.2.28
水　準 ３級  　10.0Km
平　板 0.2㎢
縦横断  　5.4Km

大田市 一部   公共下水道平面図 数値図化 500 0.5㎢ （株）ジェクト中国 H17.7.8
水　準 ３級  　9.9Km　18 助言 H17.7.22 G 0066 H17.8.31

松江市 一部   不動産登記法第14条第 基準点 ４級 0.3㎢　 　175 (有)互大測量設計 H17.7.1
助言 H17.7.29 G 0088 H18.1.31

奥出雲町 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 H17.8.1
基準点 ４級 0.1㎢
座標変換  　 　3点 助言 H17.8.2 G 0089 H17.9.30

雲南市 一部 三刀屋町 一部 世界測地系への座標変 座標変換  　 　23点 (有)松江測地社 H17.8.3
助言 H17.8.3 G 0094 H18.2.28

津和野町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)藤井測量設計 H17.8.10
基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.8.8 G 0098 H18.3.23

飯南町 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　5点 (有)松江測地社 H17.8.9
助言 H17.8.10 G 0106 H18.3.31

鳥取県鳥取地方県土整備局

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

鳥取県　　米子市

鳥取県中部総合事務所

島根県浜田土木建築事務所

島根県木次農林振興センター

出雲河川事務所

島根県松江農林振興センター

島根県　　隠岐の島町

出雲河川事務所

出雲河川事務所

島根県　　大田市

松江地方法務局

島根県　　奥出雲町

島根県　　雲南市

島根県県益田農林振興センター

飯南町
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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

島根県 隠岐の島町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　11点 (有)松江測地社 H17.9.1
助言 H17.8.19 G 0117 H18.3.31

隠岐の島町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　7点 (有)松江測地社 H17.8.15
助言 H17.8.19 G 0118 H18.1.20

益田市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 (株)昭和測量設計事務所 H17.8.25
基準点 ３級  　 　28点 助言 H17.8.19 G 0124 H18.3.23

出雲市 一部   都市計画 撮　影 10000 49.2㎢ アジア航測(株) H17.7.22
数値図化 2500 49.2㎢ 助言 H17.8.25 G 0133 H18.3.31
空　三 2500 49.2㎢　 　70
座標変換 2500 105.3㎢

美郷町 一部   換地測量 基準点 ３級  　 　2点 山陰開発コンサルタント(株) H17.6.18
助言 H17.8.30 G 0139 H18.1.10

飯南町 全域   砂防計画 空　三  　 　218Ｍ (株)アトラス H17.7.15
数値図化 2500 131.5㎢ 助言 H17.9.5 G 0145 H18.1.10
写真図 106.7㎢

出雲市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.10.3
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.9.12 G 0160 H18.3.24
基準点 ４級 0.3㎢

斐川町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　9点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.9.20
基準点 ４級 0.3㎢ 助言 H17.9.12 G 0161 H18.3.30

出雲市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　3点 (株)トーワエンジニアリング H17.9.28
座標変換 ３級  　 　3点 助言 H17.9.28 G 0181 H18.3.31

海士町 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 H17.10.11
基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H17.9.28 G 0182 H18.3.15

江津市 一部   河川改修事業 基準点 ３級  　 　4点 中電技術コンサルタント(株) H17.9.1
基準点 ４級  　 　22点 助言 H17.10.4 G 0192 H18.3.25
路　線  　0.4Km

浜田市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 石見測量設計(株) H17.10.1
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.10.4 G 0193 H17.12.9

出雲市 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　29点 (株)トーワエンジニアリング H17.10.6
助言 H17.10.6 G 0196 H18.3.17

雲南市 一部   現地形及び用地測量業 基準点 ２級  　 　3点 (株)ワールド測量設計 H17.9.3
基準点 ４級  　 　14点 助言 H17.10.6 G 0197 H18.2.10
水　準 ３級 2.0㎢

出雲市 一部   土地区画整理 基準点 ４級 0.1㎢ 出雲グリーン(株) H17.10.11
助言 H17.10.7 G 0201 H17.11.30

雲南市 一部   航空写真撮影 カラー撮影 4000 41.5㎢ (株)パスコ H17.9.28
カラー撮影 10000 34.8㎢ 助言 H17.10.7 G 0202 H17.12.26
直接定位計算  

出雲市 一部   ほ場整備 基準点 １級  　 　2点 北陽技建(株) H17.10.13
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.10.13 G 0207 H18.3.25

出雲市 一部   塩津地区漁業集落環境 基準点 ２級  　 　3点 ケーシーコンサルタント(株) H17.10.14
助言 H17.10.17 G 0210 H18.3.20

出雲市 一部   下水道計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)トーワエンジニアリング H17.10.20
助言 H17.10.20 G 0216 H18.3.20

安来市 一部   道路台帳作成 カラー撮影 10000  　 　54点 大成ジオテック(株) H17.9.28
空　三  　 　42Ｍ 助言 H17.10.24 G 0217 H18.3.15
数値図化 0.7㎢
水　準 簡級  　83.0Km

島根県　　隠岐の島町

島根県　　隠岐の島町

島根県益田農林振興センター

島根県　　出雲市

美郷町

島根県木次土木建築事務所

島根県出雲農林振興センター

島根県出雲農林振興センター

島根県　　出雲市

島根県隠岐支庁

中国地方整備局浜田河川国道事務所

島根県浜田水産事務所

島根県　　出雲市

島根県住宅供給公社

出雲市白枝北土地区画整理組合

島根県　　雲南市

出雲市土地改良区

島根県　　出雲市

島根県　　出雲市

島根県　　安来市
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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

島根県 川本町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　21点 (株)ダイワ測量 H17.10.31
助言 H17.10.31 G 0219 H18.3.28

邑南町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.11.1
基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.11.2 G 0223 H18.1.30
基準点 ４級 0.1㎢

雲南市 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 H17.10.24
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H17.11.9 G 0225 H18.3.24

飯南町 一部   ほ場整備 座標変換  　 　9点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.11.1
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.11.9 G 0226 H17.11.30
基準点 ４級 0.1㎢

雲南市 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 H17.11.14
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H17.11.15 G 0234 H18.3.24

美郷町 全域 川本町 全域 砂防計画 数値図化 2500 203.5㎢ 国際航業(株) H17.11.9
空　三  　 　120Ｍ 助言 H17.11.16 G 0237 アジア航測(株) H18.3.1

邑南町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　2点 島根県土地改良事業団体連合会 H17.11.20
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H17.11.16 G 0240 H18.1.30

益田市 一部   高津川縦横断測量業務 水　準 ３級  　44.0Km 出雲グリーン(株) H17.10.22
助言 H17.11.24 G 0248 H18.3.20

隠岐の島町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　6点 （社）島根県公共嘱託登記土地家 H17.11.1
助言 H17.11.28 G 0249 H18.3.31

邑南町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　39点 (株)ダイワ測量 H17.12.9
助言 H17.12.9 G 0268 H18.3.15

江津市 一部   電源開発 基準点 ２級  　 　6点 (株)大建コンサルタント H17.12.19
基準点 ３級  　 　9点 助言 H17.12.20 G 0276 H18.2.28

松江市 一部 安来市 一部 都市計画 数値図化 2500 28.4㎢ (株)アトラス H17.12.26
東出雲町 一部   座標変換 2500  助言 H18.1.5 G 0287 (株)ウエスコ H18.3.24
松江市 一部   地籍調査 基準点 街区点 19.6㎢ (株)トーワエンジニアリング H17.10.5

助言 H18.1.24 G 0328 H18.2.3
出雲市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 2.6㎢ (株)古川コンサルタント H17.10.5

基準点 街区多角点 2.6㎢ 助言 H18.1.24 G 0330 H18.3.3
益田市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 4.7㎢ (株)古川コンサルタント H17.10.5

基準点 街区多角点 4.7㎢ 助言 H18.1.24 G 0331 H18.3.3
出雲市 一部   不動産登記法第14条第 基準点 ３級  　 　13点 (有)互大測量設計 H18.2.1

基準点 ４級  　 　342点 助言 H18.2.1 G 0339 H18.3.31
出雲市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　9点 (株)古川コンサルタント H17.10.5

助言 H18.2.2 G 0342 H18.3.20
松江市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)共立エンジニヤ H18.2.6

助言 H18.2.6 G 0347 H18.3.31
出雲市 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　24点 (株)トーワエンジニアリング H18.2.6

助言 H18.2.6 G 0349 H18.3.17
益田市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　14点 (株)古川コンサルタント H17.10.5

助言 H18.2.8 G 0357 H18.3.20
美郷町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　10点 (有)松江測地社 H18.2.15

助言 H18.2.15 G 0366 H18.3.31
出雲市 一部   斐伊川定期縦横断外測 水　準 ２級  　14.0Km 出雲グリーン(株) H18.1.25

助言 H18.2.15 G 0367 H18.3.31
松江市 一部 出雲市 一部 斐伊川定期縦横断外測 基準点 １級  　 　24点 出雲グリーン(株) H18.2.1
斐川町 一部   水　準 ３級  　32.0Km 助言 H18.2.15 G 0368 H18.3.31
江津市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点 島根県土地改良事業団体連合会 H18.2.24

基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H18.2.15 G 0370 H18.9.30

島根県　　川本町

島根県川本農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県木次農林振興センター

島根県川本土木建築事務所

島根県川本農林振興センター

中国地方整備局浜田河川国道事務所

島根県　　隠岐の島町

島根県　　邑南町

島根県

島根県

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

松江地方法務局

中国地方整備局松江国道事務所

島根県松江土木建築事務所

島根県　　出雲市

中国地方整備局浜田河川国道事務所

島根県　　美郷町

中国地方整備局出雲河川事務所

中国地方整備局出雲河川事務所

江津市土地改良区
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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 松江市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　16点 山陰開発コンサルタント(株) H18.3.3
助言 H18.2.28 G 0379 H18.3.31

隠岐の島町 一部   公共下水道管路設計 基準点 １級  　 　3点 内外エンジニアリング(株) H18.2.13
基準点 ３級  　 　25点 助言 H18.3.8 G 0384 H18.3.20

岡山県 高梁市 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　626点 (株)両備システムズ H17.4.1
助言 H17.4.8 G 0001 H17.9.30

津山市 一部 奈義町 一部 森林計画 撮　影 20000 464.0㎢ 国際航業 H17.5.1
美作市 一部 西粟倉村 一部 助言 H17.4.12 G 0003 H17.11.30
美咲町 一部   

里庄町 一部   下水道計画 撮　影 4000 1.9㎢ 内外エンジニアリング(株) H17.5.26
空　三 500  　 　24Ｍ 助言 H17.5.26 G 0018 H17.10.31
数値図化 500 0.9㎢
数値図修正 500 1.0㎢
水　準 簡級  　13.5Km

玉野市 一部   下水道計画 既成図数値化 500 0.5㎢ (株)パスコ H17.6.9
座標変換 500 0.5㎢ 助言 H17.6.21 G 0033 H17.8.10
撮　影 5000 3.2㎢
数値図修正 500 0.1㎢
数値図化 500 0.2㎢

玉野市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 岡山県土地改良事業団体連合会 H17.7.20
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.7.5 G 0040 H18.1.31
基準点 ４級  　 　15点

倉敷市 全域 真備町 全域 都市計画 座標変換 2500 354.3㎢ アジア航測(株) H17.7.6
船穂町 全域   助言 H17.7.11 G 0051 H17.7.25
奈義町 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　2点 (株)アサヒ測量設計事務所 H17.7.13

助言 H17.7.14 G 0058 H17.9.30
岡山市 一部   土地改良事業 基準点 ３級  　 　3点 日建技術(株) H17.7.22

基準点 ４級  　 　7点 助言 H17.7.22 G 0061 H17.9.30
井原市 全域   地形図整備 座標変換 2500 243.4㎢ (株)ウエスコ H17.7.19

その他 2500 243.4㎢ 助言 H17.7.25 G 0073 H17.11.30
岡山市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)エイトコンサルタント H17.7.9

基準点 ４級  　 　10点 助言 H17.7.26 G 0081 H17.10.28
金光町 全域   世界測地系への座標変 座標変換  　 　25点 (株)ウジョウ H17.8.2

助言 H17.8.8 G 0097 H18.1.31
新見市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 アセス（株） H17.8.10

基準点 ３級  　 　1点 助言 H17.8.12 G 0110 H17.12.23
高梁市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 アセス（株） H17.7.28

基準点 ４級 0.5㎢ 助言 H17.8.19 G 0120 H17.9.30
真庭市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (有)ナラサキシビルエンジニア H17.8.5

基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.8.19 G 0121 H18.3.10
基準点 ４級  　 　90点
座標変換 ２級  　 　2点

津山市 全域   都市計画、道路台帳図 カラー撮影 10000 506.4㎢ アジア航測(株) H17.6.29
数値図化 1000  　707.0Km 助言 H17.8.25 G 0134 H19.3.25
数値図化 2500 35.8㎢
数値図修正 2500 239.9㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 506.4㎢
座標変換 2500 69.9㎢

倉敷市 一部   電線共同溝整備 水　準 ３級  　4.1Km　2 中電技術コンサルタント(株) H17.9.5
助言 H17.8.31 G 0140 H18.2.28

中国地方整備局出雲河川事務所

島根県　　隠岐の島町

岡山県　　高梁市

岡山県

岡山県　　里庄町

玉野市

玉野市土地改良区

倉敷市

広島防衛施設局

足守土地改良区

井原市

中国地方整備局岡山国道事務所

岡山県　　金光町

新見市

岡山県　　高梁市

岡山県　　真庭市

岡山県　　津山市

岡山県　　倉敷市
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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 総社市 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　41点 (株)ウジョウ H17.7.28
助言 H17.10.13 G 0186 H18.3.24

総社市 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　368点 (株)両備システムズ H17.7.28
助言 H17.10.13 G 0187 H18.3.24

新見市 一部   座標変換・森林計画 座標変換 5000 352.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H17.9.13
写測修正 5000 70.4㎢ 助言 H17.10.7 G 0198 H17.12.22

玉野市 一部   下水道計画 写測修正 500 0.2㎢ (株)パスコ H17.9.26
既成図数値化 500 0.2㎢ 助言 H17.10.7 G 0199 H17.11.21
数値図化 500 0.2㎢

倉敷市 一部   不動産登記法第14条地 基準点 ４級 0.2㎢　 　166 （有）ウラカミ測量 H17.12.8
助言 H17.12.9 G 0267 H18.3.20

倉敷市 一部   公共基準点測量 基準点 ３級  　 　18点 (株)開発技研コンサルタント H17.12.15
助言 H17.12.12 G 0271 H18.3.15

真庭市 一部   都市計画 カラー撮影 15000 828.4㎢ アジア航測(株) H17.11.21
数値図化 2500 61.4㎢ 助言 H17.12.22 G 0279 H18.3.31
数値図修正 2500 136.6㎢
座標変換 2500 22.7㎢
既成図数値化 2500 22.7㎢
直接定位計算 61.4㎢

岡山市 一部 総社市 一部 河川測量 基準点 ２級  　 　4点 (株)荒谷建設コンサルタント H18.1.10
助言 H17.12.27 G 0285 H18.3.10

岡山市 一部 備前市 一部 河川管理 水　準 ２級  　73.2Km 倉測建設コンサルタント(株) H18.1.12
瀬戸内市 一部 赤磐市 一部 助言 H18.1.10 G 0296 H18.2.28
瀬戸町 一部 和気町 一部
倉敷市 一部 総社市 一部 河川定期縦横断測量 水　準 ３級  　23.1Km (株)ウエスコ H18.1.20

助言 H18.1.20 G 0306 H18.3.31
岡山市 一部   地籍調査 基準点 街区点 24.7㎢ (株)ウジョウ H17.10.5

助言 H18.1.24 G 0323 H18.2.17
玉野市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.8㎢ 西部・大和・オカコン経常測量共 H17.10.5

基準点 街区多角点 9.8㎢ 助言 H18.1.24 G 0324 H18.3.10
倉敷市 一部   地籍調査 基準点 街区点 30.0㎢ (株)なんば技研 H17.10.5

助言 H18.1.24 G 0325 H18.3.3
高梁市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 1.4㎢ 西谷技術コンサルタント(株) H17.10.5

基準点 街区多角点 1.4㎢ 助言 H18.1.24 G 0329 H18.2.24
岡山市 全域   固定資産現況調査 カラー撮影 10000 658.6㎢ 朝日航洋(株) H18.1.23

直接定位計算 658.6㎢ 助言 H18.1.27 G 0335 H18.3.31
津山市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 (株)エイトコンサルタント H18.1.21

基準点 ４級  　 　20点 助言 H18.2.2 G 0341 H18.3.24
井原市 一部   河川定期縦横断測量 水　準 ２級  　66.0Km (株)ウエスコ H18.2.6
府中市 一部   助言 H18.2.6 G 0348 H18.3.31
奈義町 一部   施設測量 基準点 ２級  　 　2点 (株)アサヒ測量設計事務所 H18.2.7

助言 H18.2.14 G 0365 H18.3.31
倉敷市 一部   公共基準点測量 基準点 ３級  　 　8点 (株)なんば技研 H18.2.13

助言 H18.2.15 G 0371 H18.3.20
倉敷市 全域   都市計画図作成 直接定位計算 2500 353.9㎢ (株)パスコ H18.2.22

数値図修正 2500 353.9㎢ 助言 H18.2.22 G 0374 H19.3.31
編　集 10000 353.9㎢

建部町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 岡山県土地改良事業団体連合会 H18.2.22
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.2.27 G 0378 H18.3.31
基準点 ４級  　 　17点

岡山県　　総社市

岡山県　　総社市

岡山県

岡山県　　玉野市

岡山地方法務局

岡山県　　倉敷市

岡山県　　真庭市

中国地方整備局岡山河川事務所

中国地方整備局岡山河川事務所

中国地方整備局岡山河川事務所

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

土地・水資源局国土調査課

岡山県　　岡山市

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

広島防衛施設局

岡山県　　倉敷市

岡山県　　倉敷市

岡山県　　建部町
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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 真庭市 一部   地籍調査（世界測地系 座標変換  　 　6点 (株)ウジョウ H18.3.1
助言 H18.3.7 G 0381 H18.3.17

瀬戸内市 一部   河川管理 数値図化 1000 0.1㎢ (株)ウエスコ H18.2.27
助言 H18.3.9 G 0385 H18.3.31

広島県 広島市 一部   不動産登記法第14条第 基準点 ４級  　 　32点 フクヨシエンジニアリング(株) H17.5.1
助言 H17.4.28 G 0007 H18.1.31

世羅町 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 H17.4.28
助言 H17.5.11 G 0012 H18.3.31

三次市 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 H17.5.10
助言 H17.5.11 G 0014 H17.8.17

三原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　10点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.5.23
助言 H17.5.23 G 0016 H18.3.20

大竹市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 中電技術コンサルタント(株) H17.5.23
水　準 ３級  　2.1Km 助言 H17.5.23 G 0017 H18.3.31
座標変換 ２級  　 　1点

大崎上島町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.6.1
助言 H17.6.6 G 0023 H18.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.6.3
座標変換 地籍図根点  　 　1点 助言 H17.6.3 G 0025 H18.3.31

世羅町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.6.3
助言 H17.6.3 G 0026 H18.3.31

東広島市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 635.3㎢ 中日本航空(株) H17.5.17
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10000 635.3㎢ 助言 H17.6.14 G 0028 H17.7.29

熊野町 全域   固定資産 カラー撮影 8000 33.6㎢ (株)ヒロコーコンサル H17.6.6
助言 H17.6.23 G 0034 H18.2.28

尾道市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)マトックコンサルタント H17.6.20
基準点 ３級  　 　5点 助言 H17.6.28 G 0036 H17.7.29
基準点 ２級  　 　5点

呉市 一部   公園計画 カラー撮影 10000 48.0㎢ アジア航測(株) H17.6.4
数値図化 2500 3.0㎢ 助言 H17.6.28 G 0038 H17.7.29

宮島町 一部   公園計画 カラー撮影 10000 32.0㎢ 国際航業(株) H17.6.4
数値図化 1000 0.2㎢ 助言 H17.6.28 G 0039 H17.7.22

広島市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 復建調査設計(株) H17.7.4
助言 H17.7.5 G 0042 H18.3.31

安芸太田町 一部   道路計画 カラー撮影 8000 6.8㎢ 復建調査設計(株) H17.7.1
数値図化 1000 0.8㎢ 助言 H17.7.7 G 0045 H18.12.12
空　三 1000  　 　5Ｍ
水　準 簡級  　8.1Km

三原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.7.13
助言 H17.7.12 G 0049 H18.3.15

世羅町 全域   地形図作成 カラー撮影 10000 278.3㎢ (株)日航コンサルタント H17.6.15
カラー撮影 25000 278.3㎢ 助言 H17.7.11 G 0050 H18.3.10
写測図化 2500 14.7㎢
写測修正 5000 62.3㎢
既成図数値化 5000 263.6㎢

三次市 一部   道路改良事業 基準点 ３級  　 　3点 中電技術コンサルタント(株) H17.7.20
助言 H17.7.22 G 0060 H17.11.28

庄原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.7.19
助言 H17.7.19 G 0063 H18.3.31

岡山県　　真庭市美甘支局

岡山県　　瀬戸内市

広島法務局

広島県尾三地域事務所

広島県備北地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県　　大竹市

広島県　　大崎上島町

広島県尾三地域事務所

広島県尾三地域事務所

広島県　　東広島市

熊野町

尾道市

環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所

環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所

広島県　　広島市

広島県芸北地域事務所

尾三地域事務所

世羅町

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 安芸高田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.7.22
座標変換  　 　5点 助言 H17.7.22 G 0068 H18.3.31

安芸高田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.7.22
助言 H17.7.22 G 0069 H18.3.31

安芸高田市 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 H17.7.22
座標変換  　 　2点 助言 H17.7.22 G 0070 H18.3.31

安芸高田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.7.22
座標変換  　 　3点 助言 H17.7.22 G 0071 H18.3.31

尾道市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)マトックコンサルタント H17.8.8
基準点 ３級  　 　5点 助言 H17.7.25 G 0077 H17.9.5

尾道市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 ミネオカ測量設計(株) H17.8.8
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.7.25 G 0078 H17.9.5

広島市 一部   土地造成事業に伴う埋 基準点 ３級  　 　5点 中電技術コンサルタント(株) H17.7.25
助言 H17.7.26 G 0082 H17.12.28

神石高原町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 中国開発調査(株) H17.8.3
助言 H17.7.28 G 0083 H17.10.31

大崎上島町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)セトウチ H17.7.27
助言 H17.7.28 G 0085 H17.12.1

広島市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)第一総合エンジニア H17.6.30
助言 H17.8.2 G 0093 H17.10.28

広島市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 (株)ヒロコーコンサル H17.8.2
助言 H17.8.8 G 0099 H17.10.28

東広島市 一部   道路整備事業 基準点 １級  　 　5点 フクヨシエンジニアリング(株) H17.5.17
助言 H17.8.8 G 0100 H18.3.10

北広島町 一部   世界測地系への座標変 座標変換  　 　18点 大和コンサル(株) H17.8.19
助言 H17.8.19 G 0119 H18.3.24

広島市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　8点 (財)広島県土地区画整理協会 H17.8.29
座標変換 ３級  　 　9点 助言 H17.8.23 G 0128 H17.9.5

広島市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　7点 (株)ニュー技術 H17.8.24
基準点 ４級 0.4㎢ 助言 H17.8.24 G 0130 (株)古川コンサルタント H17.9.30

広島市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　1点 玉野総合コンサルタント(株) H17.8.22
助言 H17.8.24 G 0131 H17.12.20

呉市 一部   地籍調査 座標変換 地籍図根点  　 　11点 (株)広測コンサルタント H17.8.24
助言 H17.8.24 G 0135 H18.3.31

三原市 一部   海岸保全事業 座標変換 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H17.8.18
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.8.31 G 0141 H18.3.31
水　準 ３級  　1.0Km　1

三原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.9.3
助言 H17.9.2 G 0144 H18.3.31

安芸高田市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　3点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.9.13
助言 H17.9.12 G 0157 H18.3.31

安芸高田市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　4点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.9.13
助言 H17.9.12 G 0158 H18.3.31

神辺町 一部   土地区画整理事業 基準点 ３級  　 　14点 (財)広島県土地区画整理協会 H17.7.20
助言 H17.9.12 G 0159 H17.11.15

廿日市市 一部   廿日市市公共下水道事 基準点 １級  　 　2点 (有)伸成測量設計事務所 H17.8.25
基準点 ２級  　 　3点 助言 H17.9.20 G 0170 H17.12.22
基準点 ３級  　 　13点
水　準 ２級  　8.0Km　9

安芸太田町 一部   敷地造成 基準点 ４級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H17.9.10
助言 H17.9.27 G 0174 H17.12.20

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所

尾道市

尾道市

広島県広島港湾振興局

広島県福山地域事務所

広島県東広島地域事務所

広島県　　広島市

広島県　　広島市

広島県東広島地域事務所建設局

広島県　　北広島町

広島市沼田町伴土地区画整理組合

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

呉市

広島県尾三地域事務所建設局

広島県　　三原市

広島県　　安芸高田市

広島県　　安芸高田市

神辺町

広島県　　廿日市市

広島県　　安芸太田町
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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

広島県 世羅町 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　4点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.9.28
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H17.9.27 G 0176 H18.3.31
座標変換  　 　8点

安芸高田市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 パシフィックコンサルタンツ(株) H17.10.1
基準点 ３級  　 　7点 助言 H17.9.28 G 0183 H18.2.28
基準点 ４級  　 　270点
平　板 500 0.5㎢

神石高原町 一部   道路改良事業 基準点 ２級  　 　3点 (株)イヨー設計コンサルタント H17.10.3
基準点 ３級  　 　6点 助言 H17.10.3 G 0188 H18.2.28
基準点 ４級  　 　30点
水　準 ４級  　2.0Km

大崎上島町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　3点 フクヨシエンジニアリング(株) H17.10.3
助言 H17.10.3 G 0190 H18.3.22

大崎上島町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 (株)セトウチ H17.10.5
座標変換 ２級  　 　4点 助言 H17.10.13 G 0208 H18.1.31
座標変換 ３級  　 　5点

広島市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　6点 フクヨシエンジニアリング(株) H17.10.24
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H17.10.24 G 218 H18.2.28
座標変換 ３級  　 　1点

江田島市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 (株)安芸建設コンサルタント H17.11.2
助言 H17.11.4 G 0224 H18.2.28

東広島市 一部   土地区画整理事業 基準点 ２級  　 　2点 (株)陸地コンサルタント H17.6.28
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.11.15 G 0235 H18.3.27
基準点 ４級 0.1㎢

尾道市 全域   航空写真撮影 カラー撮影 4000 28.3㎢ (株)パスコ H17.11.1
カラー撮影 8000 284.9㎢ 助言 H17.11.16 G 0236 H18.3.31

東広島市 一部   森林基本図の修正 写測修正 5000 140.1㎢ (株)日航コンサルタント H17.11.29
助言 H17.11.16 G 0238 H18.3.24

三次市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　2点 広島県土地改良事業団体連合会 H17.11.22
座標変換  　 　5点 助言 H17.11.21 G 0241 H18.3.31

府中市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　2点 広建コンサルタンツ(株) H17.12.1
基準点 ２級  　 　2点 助言 H17.11.28 G 0251 H18.3.24
基準点 ３級  　 　5点

広島市 一部   砂防堰堤設計に伴う測 基準点 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H17.11.28
助言 H17.11.28 G 0252 H18.3.31

三原市 一部   広島空港水準点改測 水　準 １級  　15.4Km 復建調査設計(株) H17.11.28
助言 H17.11.28 G 0254 H18.3.17

福山市 全域 府中市 全域 河川管理 水　準 ３級  　126.4Km ダイホーコンサルタント(株) H17.11.3
神辺町 一部   助言 H17.11.29 G 0256 H18.3.31
安芸高田市 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 H17.11.30

助言 H17.11.29 G 0257 H18.8.31
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 H17.11.30

座標変換  　 　3点 助言 H17.11.29 G 0258 H18.8.31
基準点 ３級  　 　5点

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 H17.11.30
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.11.29 G 0259 H18.8.31

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 H17.11.30
基準点 ３級  　 　2点 助言 H17.11.29 G 0260 H18.8.31

広島県　　世羅町

広島県広島地域事務所

広島県福山地域事務所

広島県東広島地域事務所

広島県　　大崎上島町

広島県　　広島市

広島県広島地域事務所建設局

広島県　　東広島市

広島県　　尾道市

広島県

広島県　　三次市

広島県福山地域事務所

中国地方整備局太田川河川事務所

中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所

中国地方整備局福山河川国道事務所

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所

広島県芸北地域事務所
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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 東広島市 一部   道路災害防除事業 基準点 ３級  　 　3点 中電技術コンサルタント(株) H17.10.18
助言 H17.12.7 G 0264 H18.3.17

三原市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 中国開発調査(株) H17.11.30
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.12.8 G 0266 H18.3.17

福山市 一部 府中市 一部 地形図の経年変化修正 カラー撮影 12500 197.0㎢ (株)日航コンサルタント H17.12.16
世羅町 一部 神辺町 一部 写測修正 2500 23.6㎢ 助言 H17.12.15 G 0277 H18.3.31
廿日市市 一部   埋立計画 基準点 ３級  　 　4点 復建調査設計(株) H17.12.19

水　準 ３級  　0.6Km 助言 H17.12.20 G 0278 H18.3.31
安芸太田町 一部   道路改良 基準点 ３級  　 　5点 中電技術コンサルタント(株) H17.12.10

水　準 ３級  　12.0Km 助言 H17.12.26 G 0281 H18.3.31
大竹市 一部   港湾整備 座標変換 ２級  　 　2点 中電技術コンサルタント(株) H18.1.16

基準点 ３級  　 　7点 助言 H18.1.5 G 0286 H18.3.31
福山市 一部 府中市 一部 世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　7点 (株)荒谷建設コンサルタント H17.12.3

助言 H18.1.10 G 0294 H18.3.2
府中市 一部   道路改良 基準点 ２級  　 　1点 (株)荒谷建設コンサルタント H17.12.3

基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.1.10 G 0295 H18.3.2
呉市 一部   道路計画 数値図化 1000 2.6㎢ 国際航業(株) H17.12.7

既成図数値化 1000 5.6㎢ 助言 H18.1.12 G 0298 H18.3.31
尾道市 一部   土地区画整理事業 座標変換 ２級  　 　5点 玉野総合コンサルタント(株) H17.12.16

助言 H18.1.18 G 0300 H18.3.25
尾道市 一部   土地区画整理事業 基準点 ３級  　 　12点 玉野総合コンサルタント(株) H17.12.16

助言 H18.1.18 G 0301 H18.3.25
呉市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　2点 総合技研(株) H18.1.30

助言 H18.1.24 G 0311 H18.3.20
呉市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 12.1㎢ (株)陸地コンサルタント H17.9.14

基準点 街区多角点 12.1㎢ 助言 H18.1.24 G 0312 H18.2.17
呉市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.2㎢ (株)アース開発コンサルタント H17.9.14

基準点 街区多角点 10.2㎢ 助言 H18.1.24 G 0313 H18.2.10
呉市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 1.7㎢ やまと測量設計(株) H17.9.14

基準点 街区多角点 1.7㎢ 助言 H18.1.24 G 0314 H18.1.27
竹原市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 1.9㎢ やまと測量設計(株) H17.9.14

基準点 街区多角点 1.9㎢ 助言 H18.1.24 G 0315 H18.1.27
坂町 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 1.8㎢ やまと測量設計(株) H17.9.14

基準点 街区多角点 1.8㎢ 助言 H18.1.24 G 0316 H18.1.27
広島市 一部   地籍調査 基準点 街区点 32.2㎢ (株)新東コンサルタント H17.9.14

助言 H18.1.24 G 0317 H18.2.17
三原市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 7.9㎢ 明伸建設コンサルタント(株) H17.9.14

基準点 街区多角点 7.9㎢ 助言 H18.1.24 G 0318 H18.2.10
東広島市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 0.9㎢ 明伸建設コンサルタント(株) H17.9.14

基準点 街区多角点 0.9㎢ 助言 H18.1.24 G 0319 H18.1.10
廿日市市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 10.8㎢ (株)セトウチ H17.9.14

基準点 街区多角点 10.8㎢ 助言 H18.1.24 G 0320 H18.2.10
福山市 一部   地籍調査 基準点 街区点 29.2㎢ ダイホーコンサルタント(株) H17.9.14

助言 H18.1.24 G 0321 H18.2.10
尾道市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 9.2㎢ (株)アキテクノス H17.9.14

基準点 街区多角点 9.2㎢ 助言 H18.1.24 G 0322 H18.2.3
広島市 一部   不動産登記法第14条第 基準点 ４級  　 　66点 フクヨシエンジニアリング(株) H17.12.9

助言 H18.1.26 G 0333 H18.3.31
呉市 一部   道路改良 基準点 ２級  　 　3点 総合技研(株) H18.1.25

助言 H18.1.27 G 0334 H18.3.15
福山市 一部   芦田川境界測量 基準点 ４級  　 　110点 永和国土環境(株) H17.7.5

助言 H18.2.2 G 0340 H18.2.28

広島県東広島地域事務所

広島県尾三地域事務所

中国地方整備局福山河川国道事務所

廿日市市土地開発公社

広島県芸北地域事務所建設局

広島県広島地域事務所建設局廿日市市局

広島県福山地域事務所

広島県福山地域事務所

中国地方整備局広島国道事務所

尾道市平原土地区画整理組合

尾道市平原土地区画整理組合

広島県呉地域事務所

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

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

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

広島法務局

広島県呉地域事務所

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 尾道市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　10点 (株)アキテクノス H17.9.14
助言 H18.2.2 G 0343 H18.2.3

三原市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 １級  　 　3点 明伸建設コンサルタント(株) H17.9.14
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.2.2 G 0344 H18.3.20

呉市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　22点 (株)陸地コンサルタント H17.9.14
助言 H18.2.7 G 0351 H18.3.20

呉市 一部   砂防ダム計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)アース開発コンサルタント H17.11.17
助言 H18.2.9 G 0352 H18.3.20

東広島市 一部   総合計画 数値図化 2500 122.7㎢ (株)陸地コンサルタント H17.6.29
水　準 簡級  　80.0Km 助言 H18.2.8 G 0353 H18.3.24

東広島市 一部   地形図の経年変化修正 既成図数値化 2500 45.0㎢ (株)日航コンサルタント H17.6.29
数値図修正 2500 45.0㎢ 助言 H18.2.8 G 0354 H18.3.24
座標変換 2500 45.0㎢

竹原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　8点 広島県土地改良事業団体連合会 H18.2.24
水　準 ４級  　4.0Km 助言 H18.2.23 G 0355 H18.4.30

廿日市市 一部   都市再生街区街区基本 基準点 ３級  　 　19点 (株)セトウチ H17.9.14
助言 H18.2.9 G 0358 H18.3.20

呉市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　22点 (株)陸地コンサルタント H17.9.14
助言 H18.2.9 G 0359 H18.3.20

呉市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　13点 (株)アース開発コンサルタント H17.9.14
助言 H18.2.9 G 0360 H18.3.20

呉市 一部 竹原市 一部 都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　21点 やまと測量設計(株) H17.9.14
坂町 一部   助言 H18.2.9 G 0361 H18.1.27
東広島市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 広島県土地改良事業団体連合会 H18.2.16

基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.2.15 G 0369 H18.3.30
坂町 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ２級  　 　5点 やまと測量設計(株) H17.9.14

基準点 ３級  　 　11点 助言 H18.2.16 G 0372 H18.3.20
広島市 一部   河川管理 座標変換 １級  　 　2点 (株)荒谷建設コンサルタント H18.2.6

基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.2.23 G 0373 H18.3.15
廿日市市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　7点 玉野総合コンサルタント(株) H18.3.3

基準点 ４級  　 　6点 助言 H18.3.7 G 0382 H18.3.31
座標変換 ２級  　 　2点
座標変換 ３級  　 　4点

三次市 一部   下水道現況平面図作成 カラー撮影 4000 8.8㎢ (株)ヒロコーコンサル H18.2.15
数値図化 500 1.5㎢ 助言 H18.3.9 G 0383 H18.3.31
水　準 ３級  　16.0Km

江田島市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 100.9㎢ 国際航業(株) H18.2.22
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 100.9㎢ 助言 H18.3.13 G 0388 H18.3.17
既成図数値化 500 2.2㎢
数値図化 1000 2.2㎢

三原市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　284点 (株)広測コンサルタント H18.3.14
座標変換 ３級  　 　189点 助言 H18.3.14 G 0389 H18.3.31
座標変換 ４級  　 　1283点
座標変換  　 　168点

三原市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　103点 (株)ウエスコ H18.3.14
座標変換 ３級  　 　156点 助言 H18.3.14 G 0390 H18.3.31
座標変換 ４級  　 　3614点
座標変換  　 　209点

廿日市市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ２級  　 　2点 (株)セトウチ H17.9.14
助言 H18.3.14 G 0393 H18.3.20

廿日市市 一部   砂防計画 基準点 ３級  　 　3点 中電技術コンサルタント(株) H18.3.13
助言 H18.3.15 G 0395 H18.3.31

中国地方整備局福山河川国道事務所

中国地方整備局福山河川国道事務所

広島県　　呉市

広島県呉地域事務所

広島県　　東広島市

広島県　　東広島市

竹原市

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

中国地方整備局広島国道事務所

広島県　　東広島市

広島県　　坂町

中国地方整備局太田川河川事務所

広島県　　廿日市市

広島県　　三次市

広島県　　江田島市

広島県　　三原市

広島県　　三原市

中国地方整備局太田川河川事務所

広島県広島地域事務所
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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 江田島市 一部   用地測量 基準点 １級  　 　4点 復建調査設計(株) H18.4.1
基準点 ２級  　 　5点 助言 H18.3.20 G 0396 H18.5.26
基準点 ３級  　 　15点

山口県 防府市 一部 周南市 一部 河川管理 航空レーザ 2500 130.0㎢ アジア航測(株) H17.4.15
既成図数値化 2500 7.7㎢ 助言 H17.4.12 G 0002 H17.7.31
数値図化 2500 3.1㎢

宇部市 一部   地籍調査 基準点 街区点 22.7㎢ サンヨーコンサルタント(株) H16.12.17
助言 H17.4.12 G 0004 H17.5.30

周南市 一部 錦町 一部 森林計画 撮　影 20000 360.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H17.5.2
助言 H17.5.10 G 0008 H17.10.31

長門市 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 H17.5.10
助言 H17.5.9 G 0011 H17.9.30

下松市 一部   固定資産現況調査 カラー撮影 4000 30.7㎢ (株)パスコ H17.4.1
助言 H17.5.20 G 0013 H17.11.30

周南市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　4点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.5.23
助言 H17.5.30 G 0019 H17.12.16

周東町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　15点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.7.20
助言 H17.7.12 G 0048 H18.3.15

下関市 一部   下水道計画 カラー撮影 4000 20.5㎢ (株)日産技術コンサルタント H17.7.7
数値図化 500 2.7㎢ 助言 H17.7.22 G 0065 (株)パスコ H18.1.31
直接定位計算  
水　準 簡級  　26.5Km

周南市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 203.2㎢ 国際航業（株） H17.7.22
カラー撮影 30000 452.9㎢ 助言 H17.7.22 G 0067 H18.2.28
数値図化 2500 203.2㎢
数値図化 10000 452.9㎢
直接定位計算  
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 656.1㎢

萩市 一部 長門市 一部 道路計画 基準点 １級  　 　1点 アジア航測(株) H17.7.25
基準点 ２級  　 　2点 助言 H17.7.22 G 0074 H18.2.28
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級  　 　24点
座標変換 ２級  　 　24点
座標変換 ３級  　 　3点

山口市 一部   農業集落排水事業 数値図化 500 1.5㎢ 朝日航洋(株) H17.8.1
助言 H17.7.26 G 0079 H17.11.30

宇部市 一部 阿知須町 一部 下水道計画 数値図化 500 1.1㎢ 朝日航洋(株) H17.7.15
助言 H17.7.26 G 0080 H18.3.15

山口市 一部   陸上自衛隊山口駐屯地 基準点 ３級  　 　2点 (株)高山コンサルタント H17.7.22
基準点 ４級  　 　2点 助言 H17.8.2 G 0090 H17.9.30

徳地町 一部   ほ場整備 座標変換  　 　7点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.8.8
助言 H17.8.8 G 0096 H18.3.17

美祢市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (株)美祢建設コンサルタント H17.7.20
助言 H17.8.12 G 0109 H17.9.20

柳井市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　11点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.8.22
助言 H17.8.19 G 0122 H18.3.31

岩国市 一部   港湾計画 基準点 ２級  　 　3点 復建調査設計(株) H17.8.17
基準点 ３級  　 　5点 助言 H17.8.30 G 0138 H18.2.28

山陽小野田 一部 下関市 一部 道路台帳作成 基準点 １級  　 　3点 (株)宇部建設コンサルタント H17.9.1
助言 H17.9.8 G 0151 H17.10.31

広島防衛施設局

中国地方整備局　山口河川国道事務所

土地・水資源局国土調査課

山口県

長門農林事務所

山口県　　下松市

山口県周南農林事務所

山口県岩国農林事務所

山口県　　下関市

山口県　　周南市

山口河川国道事務所

山口県　　山口市

宇部・阿知須公共下水道組合

広島防衛施設局

山口県　　徳地町

山口県土地改良事業団体連合会

山口県田布施農林事務所

広島防衛施設局

中国地方整備局山口河川国道事務所
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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

山口県 山口市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 山口県土地改良事業団体連合会 H17.9.15
助言 H17.9.12 G 0156 H18.3.27

下関市 一部   世界測地系への座標変 座標変換 ２級  　 　7点 （有）皆栄測量設計 H17.7.5
助言 H17.9.12 G 0167 H18.3.17

長門市 一部   急傾斜地崩壊対策 基準点 ２級  　 　2点 (株)リクチコンサルタント H17.9.2
基準点 ４級  　 　10点 助言 H17.9.28 G 0175 H17.10.31
平　板 500 0.1㎢
路　線  　0.3Km

光市 全域   都市計画 直接定位計算  　 　146点 アジア航測(株) H17.9.16
助言 H17.9.27 G 0178 H17.9.30

萩市 一部   道路計画 カラー撮影 8000 10.8㎢ (株)パスコ H17.9.26
空　三 1000  　 　8Ｍ 助言 H17.9.27 G 0179 H18.3.20
数値図化 1000 0.6㎢
水　準 簡級  　10.5Km
座標変換 ２級  　 　1点

阿東町 一部   道路台帳 カラー撮影 10000 52.0㎢ (株)日航コンサルタント H17.9.5
空　三  　 　24Ｍ 助言 H17.9.29 G 0184 H17.11.30
水　準 簡級  　23.0Km

光市 一部   河川台帳 写測修正 2500 5.5㎢ (株)日航コンサルタント H17.8.16
数値図化 2500 1.9㎢ 助言 H17.10.20 G 0213 H17.11.30

防府市 全域   世界測地系への座標変 座標変換 2500 124.2㎢ (株)パスコ H17.10.3
助言 H17.11.9 G 0229 H18.2.20

周防大島町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)荒谷建設コンサルタント H17.11.21
助言 H17.11.16 G 0239 H17.12.20

周南市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 15.4㎢ (株)荒谷建設コンサルタント H17.7.27
基準点 街区多角点 15.4㎢ 助言 H17.11.22 G 0245 H18.1.27

下松市 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 7.3㎢ （株）リクチコンサルタント H17.7.27
基準点 街区多角点 7.3㎢ 助言 H17.11.22 G 0246 H17.12.22

山陽小野田 一部   地籍調査 基準点 街区三角点 2.8㎢ （株）リクチコンサルタント H17.7.27
基準点 街区多角点 2.8㎢ 助言 H17.11.22 G 0247 H17.12.22

山口市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　4点 (財)福岡土地区画整理協会 H17.12.7
基準点 ４級  　 　52点 助言 H17.12.7 G 0265 H18.3.24

光市 全域   都市計画 数値図化 2500 32.1㎢ アジア航測(株) H17.12.26
数値図修正 2500 59.9㎢ 助言 H18.1.10 G 0288 H18.3.31
編　集 10000 91.9㎢

下関市 全域   固定資産の現況把握 カラー撮影 742.5㎢ (株)パスコ H18.1.1
助言 H18.1.10 G 0289 H18.3.10

柳井市 全域   都市計画 撮　影 10000 139.9㎢ 国際航業(株) H17.12.16
写測修正 10000 50.0㎢ 助言 H18.1.10 G 0297 H18.3.27
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10000 139.9㎢

岩国市 一部   施設測量 基準点 ２級  　 　6点 復建調査設計(株) H18.1.23
助言 H18.1.20 G 0305 H18.3.31

岩国市 全域 柳井市 全域 森林計画 写測修正 5000 620.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H18.1.16
周南市 一部 由宇町 全域 助言 H18.1.20 G 0307 H18.3.10
玖珂町 全域 本郷村 全域
周東町 全域 錦町 全域
美川町 全域 美和町 全域

山口県山口農林事務所

山口県　　下関市

山口県長門土木建築事務所

山口県　　光市

中国地方整備局山口河川国道事務所

山口県　　阿東町

山口県

山口県　　防府市

山口県大島土木事務所

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

山口県　　山口市

山口県　　光市

山口県　　下関市

山口県　　柳井市

広島防衛施設局

山口県

－170－



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 周南市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　36点 (株)荒谷建設コンサルタント H17.7.27
助言 H18.2.2 G 0345 H18.3.20

下松市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　24点 （株）リクチコンサルタント H17.7.27
助言 H18.2.2 G 0346 H18.3.20

防府市 一部   航空自衛隊防府北基地 基準点 ２級  　 　2点 (株)田中技研コンサルタント H18.3.2
基準点 ４級  　 　6点 助言 H18.3.2 G 0380 H18.3.31

岩国市 一部 美川町 一部 地形図作成 カラー撮影 12500  　 　36点 (株)日航コンサルタント H18.2.24
空　三  　 　33Ｍ 助言 H18.3.9 G 0386 H18.3.24
水　準 簡級  　55.0Km

下関市 一部   施設測量 基準点 ３級  　 　2点 (株)山口アジアコンサルタント H18.3.20
助言 H18.3.16 G 0394 H18.3.31

岩国市 一部   施設現況調査 カラー撮影 8000 16.1㎢ 復建調査設計(株) H18.4.1
数値図化 1000 2.4㎢ 助言 H18.3.30 G 0398 H18.4.24
水　準 簡級  　12.5Km

中国地方整備局山口河川国道事務所防府国道維持出張所

中国地方整備局山口河川国道事務所防府国道維持出張所

広島防衛施設局

山口県岩国土木建築事務所

広島防衛施設局

広島防衛施設局

－171－




