
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 黒石市 一部 森林計画 撮　影 20000 585.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.4.21
藤崎町 一部 大鰐町 一部 助言 H17.4.14 B 0003 H18.1.27
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 碇ケ関村 一部
岩木町 一部 相馬村 一部
青森市 一部   街区基本調査 座標変換 ２級  　 　7点 (株)しんとう計測 H17.2.1

座標変換 ３級  　 　47点 助言 H17.4.18 B 0004 H17.5.30
青森市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　44.1Km 東北測量(株) H17.5.27

水　準 ２級  　42.4Km 助言 H17.4.27 B 0007 H17.6.27
青森市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　9.7Km (株)八光コンサルタント H17.5.20

助言 H17.5.6 B 0010 H17.9.30
八戸市 一部 五戸町 一部 森林計画 既成図数値化 5000 587.8ｋ㎡ (株)興和 H17.6.21
田子町 一部 南部町 一部 助言 H17.6.13 B 0025 H18.1.31
三戸町 一部 名川町 一部
南郷村 一部 福地村 一部
階上町 一部 新郷村 一部

五戸町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　10.5Km (株)パスコ H17.6.1
カラー撮影 4000 4.6ｋ㎡ 助言 H17.6.14 B 0031 H17.10.20
数値図化 500 0.6ｋ㎡
空　三 500  　 　14Ｍ

青森市 一部 蓬田村 一部 鉄道計画 基準点 １級  　 　22点 (株)パスコ H17.6.23
外ヶ浜町 一部   基準点 ２級  　 　16点 助言 H17.7.7 B 0037 H17.10.24

水　準 ２級  　25.0Km
水　準 ３級  　35.0Km

十和田市 全域   固定資産現況調査 基準点 ３級  　 　2点 朝日航洋(株) H17.7.1
水　準 ３級  　6.0Km 助言 H17.7.12 B 0041 H18.3.31
カラー撮影 8000 106.1ｋ㎡
カラー撮影 12500 688.6ｋ㎡

八戸市 一部 六ケ所村 一部 総合計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)みちのく計画 H17.7.26
基準点 ３級  　 　4点 助言 H17.7.20 B 0045 (有)サーベイング・プラン・イブキ H17.9.30

五戸町 一部   道路台帳 カラー撮影 8000 86.3ｋ㎡ (株)パスコ H17.6.23
数値図化 1000 6.6ｋ㎡ 助言 H17.7.20 B 0046 H18.3.20
直接定位計算 1000  　 　82点

三沢市 一部 六戸町 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　39点 パシフィックコンサルタンツ(株)東 H17.8.1
基準点 ４級  　 　115点 助言 H17.7.29 B 0051 東武計画(株)青森営業所 H17.12.20
水　準 ３級  　7.6Km
平　板 500 0.3ｋ㎡
平　板 200 0.1ｋ㎡

岩木町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (株)サン設計 H17.8.10
基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.8.2 B 0055 H19.3.30

五所川原市 一部 中泊町 一部 総合計画 基準点 １級  　 　25点 東北建設コンサルタント(株) H17.7.7
基準点 ３級  　 　77点 助言 H17.8.8 B 0057 H17.12.19
水　準 ３級  　15.4Km

七戸町 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　4点 (株)みちのく計画 H17.8.15
水　準 ３級  　2.2Km 助言 H17.8.18 B 0076 H18.3.20

青森市 一部   鉄道計画 基準点 ３級  　 　38点 アジア航測(株)　盛岡支店 H17.9.8
基準点 ４級  　 　139点 助言 H17.10.4 B 0111 H18.3.7

測量地域 計画機関

青森県

青森市

青森市

東北地方整備局青森港湾事務所

青森県

五戸町

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　鉄道建設本部　東北新幹線建設局

十和田市

防衛施設庁仙台防衛施設局

五戸町

東北地方整備局青森河川国道事務所

駒越地区土地区画整理組合設立発起人会

東北農政局津軽農林水利事務所小田川農業水利事業建設所

七戸町

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　鉄道建設本部　東北新幹線建設局
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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

青森県 むつ市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　1点 佐藤技術(株) H17.10.1
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H17.10.6 B 0115 (株)興和測量 H18.3.24

(株)岩沢測量コンサル
弘前市 一部   都市再生基本調査 座標変換 ２級  　 　5点 (株)キタコン H17.10.1

座標変換 ３級  　 　15点 助言 H17.10.14 B 0129 東北建設コンサルタント(株) H18.3.24
（株）弘測コンサル

弘前市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　3点 (株)キタコン H17.10.1
助言 H17.10.14 B 0133 東北建設コンサルタント(株) H18.3.24

（株）弘測コンサル

佐井村 一部   下水道計画 基準点 ４級  　 　50点 (株)日本水道設計社 H17.10.15
平　板 500 0.1ｋ㎡ 助言 H17.10.24 B 0144 H18.2.28
既成図数値化 500 0.1ｋ㎡

青森市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 (株)しんとう計測 H17.9.27
基準点 ４級  　 　342点 助言 H17.10.24 B 0150 H18.3.20
座標変換 ２級  　 　1点
座標変換 ３級  　 　70点
平　板 500 0.5ｋ㎡
平　板 1000 0.1ｋ㎡

五所川原市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　18点 (株)翌檜計画 H17.10.24
基準点 ４級  　 　56点 助言 H17.11.1 B 0161 H18.2.20
水　準 ３級  　3.7Km
平　板 500 0.2ｋ㎡
平　板 200 0.1ｋ㎡

青森市 一部   固定資産現況調査 カラー撮影 5000 310.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.8.1
カラー撮影 8000 149.2ｋ㎡ 助言 H17.11.1 B 0168 H18.3.31
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 103.7ｋ㎡

六ケ所村 一部   下水道計画 水　準 ３級  　11.0Km （株）そうほく設計 H17.11.1
カラー撮影 4000 5.8ｋ㎡ 助言 H17.12.6 B 0197 H18.3.20
数値図化 500 0.4ｋ㎡
空　三 1000  　 　24Ｍ

青森市 一部 八戸市 一部 都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 65.3ｋ㎡ 高橋・大換・奥羽・経常測量業務 H17.9.14
弘前市 一部 むつ市 一部 基準点 街区多角点 70.5ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0210 キタコン・東北ｺﾝｻﾙ・弘測ｺﾝｻﾙ H18.3.24
盛岡市 一部 宮古市 一部 基準点 街区点 294.5ｋ㎡ ｺｻｶ技研・青秋・舘建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
釜石市 一部 北上市 一部 佐藤技術・興和・岩沢測量共同企
水沢市 一部 一関市 一部 ＴＪＨ共同企業体
由利本荘市 一部   ワールド測量設計（株）
仙台市 一部 気仙沼市 一部 （株）水建技術
石巻市 一部   東武計画（株）
山形市 一部 長井市 一部 （株）東開技術
南陽市 一部   北陽・藤・西奥羽経常共同企業体

半沢・本州・センシン共同企業体
佐野コンサルタンツ（株）
河北・佐藤共同企業体
（株）三協技術
（株）田村測量設計事務所
新和設計（株）
郡山・陸奥・日本精測共同企業体
郡山・陸奥・日本精測共同企業体
東・松田・地質基礎共同企業体

むつ市

弘前市

中小企業基盤整備機構青森事務所

佐井村

青森市

東北地方整備局青森河川国道事務所

青森市

六ケ所村

土地・水資源局国土調査課
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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 蓬田村 一部 鉄道計画 基準点 ３級  　 　31点 佐藤技術(株) H18.2.28
基準点 ４級  　 　130点 助言 H18.3.28 B 0248 H18.8.28

蓬田村 一部 外ヶ浜町 一部 鉄道計画 基準点 ３級  　 　21点 佐藤技術(株) H18.2.28
基準点 ４級  　 　89点 助言 H18.3.28 B 0249 H18.8.28
水　準 ３級  　16.1Km

青森市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区点 30.0ｋ㎡ 高橋測量(有) H17.9.14
助言 H18.1.23 B 0901 (有)大館換地測量設計事務所 H18.3.3

(有)奥羽測量設計事務所

弘前市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 18.6ｋ㎡ (株)キタコン H17.9.14
基準点 街区多角点 18.3ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0902 東北建設コンサルタント(株) H18.3.24

(有)弘前測量社

八戸市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区点 34.1ｋ㎡ (株)コサカ技研 H17.9.14
助言 H18.1.23 B 0903 青秋測量(株) H18.3.24

舘測量設計(株)

むつ市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 3.8ｋ㎡ 佐藤技術(株) H17.9.15
基準点 街区多角点 3.5ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0904 (株)興和測量 H18.3.22
基準点 街区点 4.0ｋ㎡ (株)岩沢測量コンサル

岩手県 宮古市 一部 久慈市 一部 森林計画 撮　影 20000 2812.0ｋ㎡ （株）協同測量社 H17.5.2
大槌町 一部 山田町 一部 助言 H17.4.14 B 0002 H17.10.31
岩泉町 一部 田野畑村 一部
普代村 一部 新里村 一部
川井村 一部 軽米町 一部
野田村 一部 山形村 一部
大野村 一部 九戸村 一部

水沢市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 (株)八州　岩手営業所 H17.4.22
座標変換 ３級  　 　11点 助言 H17.4.27 B 0008 H19.3.28
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　17点

一関市 一部   文化財調査 座標変換 ２級  　 　4点 (株)八州　岩手営業所 H17.3.14
基準点 ２級  　 　1点 助言 H17.4.27 B 0009 H17.5.31
基準点 ３級  　 　3点

前沢町 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　61点 (株)三洋設計 H17.5.20
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.5.17 B 0015 H18.3.10
座標変換 ３級  　 　7点
座標変換 ４級  　 　92点

金ヶ崎町 一部   都市計画 水　準 ３級  　8.8Km 国際航業(株) H17.6.13
助言 H17.6.17 B 0030 H17.7.29

一関市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.7ｋ㎡ 第一航業(株) H17.6.2
既成図数値化 500 0.5ｋ㎡ 助言 H17.6.14 B 0032 H17.10.3

東山町 一部   下水道計画 数値図化 500 0.4ｋ㎡ 第一航業(株) H17.6.9
助言 H17.6.14 B 0033 H17.9.16

前沢町 一部   道路台帳 水　準 簡級  　17.0Km 第一航業(株) H17.6.15
カラー撮影 8000 22.0ｋ㎡ 助言 H17.6.14 B 0034 H17.10.14
数値図化 1000 1.3ｋ㎡
空　三 1000  　 　19Ｍ

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　鉄道建設本部　東北新幹線建設局

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　鉄道建設本部　東北新幹線建設局

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

岩手県

水沢市

一関市

前沢北地区土地区画整理組合

金ヶ崎町

一関市

東山町

前沢町

－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

岩手県 宮古市 一部 新里村 一部 固定資産 カラー撮影 8000 62.4ｋ㎡ (株)パスコ H17.5.27
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 62.4ｋ㎡ 助言 H17.7.19 B 0044 H17.10.25

盛岡市 一部   総合計画 水　準 ３級  　43.0Km (株)パスコ H17.7.1
カラー撮影 4000 34.3ｋ㎡ 助言 H17.8.1 B 0052 H18.3.31
数値図化 500 7.8ｋ㎡
数値図修正 500 1.3ｋ㎡
直接定位計算 500  　 　127点

大船渡市 一部   道路計画 水　準 簡級  　15.5Km 中日本航空(株) H17.8.10
カラー撮影 8000 13.3ｋ㎡ 助言 H17.8.8 B 0062 H17.11.30
数値図化 1000 3.4ｋ㎡
空　三 1000  　 　7Ｍ

久慈市 一部 種市町 一部 河川管理 数値図化 2000 2.1ｋ㎡ (株)ハイマーテック H17.8.1
山形村 一部 大野村 一部 写測修正 2000 45.4ｋ㎡ 助言 H17.8.8 B 0063 H18.3.20
軽米町 一部   ほ場整備 数値図化 1000 0.5ｋ㎡ (株)タックエンジニアリング H17.7.8

助言 H17.8.11 B 0069 H17.9.30
花巻市 一部 石鳥谷町 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)昭和土木設計 H17.7.27

基準点 ４級  　 　12点 助言 H17.8.25 B 0084 H18.1.22
平泉町 一部   下水道計画 数値図修正 500 1.6ｋ㎡ 第一航業(株) H17.8.4

座標変換 500 1.6ｋ㎡ 助言 H17.9.13 B 0094 H18.1.4
岩泉町 一部   都市計画 写測修正 2500 2.6ｋ㎡ (株)タックエンジニアリング H17.9.5

既成図数値化 2500 2.6ｋ㎡ 助言 H17.9.15 B 0097 H17.12.3
既成図数値化 10000 16.8ｋ㎡
編　集 2500 5.2ｋ㎡
編　集 10000 24.5ｋ㎡

一関市 一部   道路台帳図作成 水　準 簡級  　17.0Km 第一航業(株) H17.9.29
カラー撮影 8000 8.2ｋ㎡ 助言 H17.9.29 B 0109 H18.3.24
数値図化 1000 0.7ｋ㎡

宮古市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 １級  　 　1点 ワールド測量設計(株) H17.10.1
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H17.10.6 B 0116 H18.1.20

一関市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　1点 北陽測量設計(株) H17.10.1
助言 H17.10.6 B 0117 藤測量設計(株) H18.3.24

(有)西奥羽測量設計

一関市 一部   道路台帳 平板・修正 1000 13.5ｋ㎡ （株）キタテック H17.10.5
座標変換 1000 13.5ｋ㎡ 助言 H17.10.6 B 0121 H18.2.15

釜石市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)水建技術 H17.10.3
座標変換 ３級  　 　3点 助言 H17.10.6 B 0123 H18.1.13

釜石市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 １級  　 　8点 (株)水建技術 H17.9.26
座標変換 ２級  　 　13点 助言 H17.10.6 B 0124 H18.1.13

水沢市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)東開技術 H17.10.4
座標変換 ３級  　 　14点 助言 H17.10.6 B 0125 H18.3.24

水沢市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　3点 (株)東開技術 H17.10.1
助言 H17.10.14 B 0132 H18.3.24

一関市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.7ｋ㎡ 第一航業(株) H17.9.16
座標変換 500 0.7ｋ㎡ 助言 H17.10.17 B 0135 H18.1.13

住田町 一部   用地測量 基準点 ３級  　 　4点 （株）北進測量設計 H17.10.1
助言 H17.10.12 B 0141 H18.3.31

一関市 一部   地上権設定 基準点 ３級  　 　11点 (株)テクノ長谷 H17.9.30
助言 H17.10.14 B 0143 H17.10.30

宮古市

盛岡市

東北地方整備局東北幹線道路調査事務所

岩手県

岩手県二戸地方振興局

岩手県花巻地方振興局

平泉町

岩泉町

一関市

宮古市

一関市

岩手県千厩地方振興局

東北地方整備局三陸国道事務所

釜石市

水沢市

岩手県水沢地方振興局

一関市

岩手県

東北農政局北上土地改良調査管理事務所
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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 久慈市 一部   都市計画 写測修正 2500 28.8ｋ㎡ (株)パスコ H17.9.21
既成図数値化 2500 7.9ｋ㎡ 助言 H17.10.19 B 0145 H19.2.9

水沢市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 日本技術開発(株) H17.11.1
基準点 ３級  　 　8点 助言 H17.10.24 B 0146 H17.12.13

一関市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)復建技術コンサルタント H17.10.24
助言 H17.10.24 B 0151 H18.2.20

花巻市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 国際航業(株)盛岡支店 H17.10.24
水　準 ３級  　2.0Km 助言 H17.10.31 B 0155 H18.3.22

北上市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 ３級  　 　7点 東武計画(株) H17.9.26
助言 H17.11.1 B 0157 H18.1.27

釜石市 一部   ごみ処理施設現況図作 基準点 ３級  　 　4点 (株)八州　岩手営業所 H17.10.12
基準点 ４級  　 　30点 助言 H17.11.1 B 0158 H18.1.13
平　板 500 0.1ｋ㎡

盛岡市 一部   不動産登記法第14条地 基準点 ４級  　 　300点 (有)山本測量設計 H17.10.20
平　板 500 0.5ｋ㎡ 助言 H17.11.1 B 0159 H18.3.31

大船渡市 一部   環境調査 水　準 １級  　11.0Km 釜石測量設計(株) H17.9.24
助言 H17.11.7 B 0165 H17.11.30

花巻市 一部 北上市 一部 農地開発 基準点 ３級  　 　21点 東武計画(株)　岩手支店 H17.11.8
水　準 ３級  　44.1Km 助言 H17.11.10 B 0176 H18.3.10

大船渡市 全域   都市計画 カラー撮影 10000 657.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.11.14
助言 H17.11.11 B 0177 H18.2.28

八幡平市 一部 雫石町 一部 砂防基盤図作成 数値図化 2500 4.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.8.20
座標変換 2500 4.4ｋ㎡ 助言 H17.11.22 B 0183 H17.11.30

平泉町 一部   道路台帳 水　準 簡級  　11.0Km 第一航業(株) H17.12.10
カラー撮影 8000 23.0ｋ㎡ 助言 H17.12.16 B 0201 H18.3.24
数値図化 1000 0.6ｋ㎡
空　三 1000  　 　17Ｍ

八幡平市 一部   農地開発 数値図化 2500 20.4ｋ㎡ アジア航測(株) H17.11.11
助言 H17.12.16 B 0202 H18.3.17

宮古市 一部   急傾斜地崩壊対策 基準点 ３級  　 　3点 (株)東開技術 H18.1.10
基準点 ４級  　 　16点 助言 H18.1.11 B 0208 H18.3.30
平　板 500 0.1ｋ㎡

岩手町 一部   都市計画 写測修正 2500 8.0ｋ㎡ アジア航測(株) H18.1.16
既成図数値化 2500 8.0ｋ㎡ 助言 H18.1.30 B 0213 H18.3.25
既成図数値化 10000 47.4ｋ㎡
座標変換 2500 8.0ｋ㎡

岩泉町 一部   都市計画 既成図数値化 2500 3.7ｋ㎡ (株)タックエンジニアリング H18.2.6
既成図数値化 10000 2.3ｋ㎡ 助言 H18.2.6 B 0217 H18.2.6
座標変換 2500 3.7ｋ㎡

田野畑村 一部   道路計画 数値図化 1000 1.4ｋ㎡ 北栄調査設計(株) H18.2.2
助言 H18.2.20 B 0224 H18.3.23

岩泉町 一部   道路計画 数値図化 1000 1.0ｋ㎡ 東日本測量設計(株) H18.2.23
助言 H18.2.27 B 0229 H18.3.20

一関市 全域   総合計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 302.3ｋ㎡ (株)タックエンジニアリング H18.2.3
助言 H18.3.3 B 0233 H18.3.25

一関市 一部   文化財調査 座標変換 ２級  　 　4点 (株)八州 H18.1.25
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.3.10 B 0241 H18.5.25
基準点 ４級  　 　3点

久慈市

水沢市姉体地区（第２期）土地区画整理組合

東北地方整備局岩手河川国道事務所

花巻市

北上市

沿岸南部地区ごみ広域処理検討協議会

盛岡法務局

盛岡地方気象台

農林水産省東北農政局北上土地改良調査管理事務所

大船渡市

東北地方整備局岩手河川国道事務所

平泉町

松川土地改良区

岩手県宮古地方振興局

岩手町

岩泉町

岩手県宮古地方振興局岩泉土木事務所

岩手県宮古地方振興局岩泉土木事務所

一関市

一関市
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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 盛岡市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区点 31.4ｋ㎡ 東北エンジニアリング(株) H17.9.14
助言 H18.1.23 B 0905 (株)ジャスト・コンサルタント H18.3.10

北光コンサル(株)
宮古市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 4.1ｋ㎡ 東北エンジニアリング(株) H17.9.15

基準点 街区多角点 3.7ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0906 (株)ジャスト・コンサルタント H18.2.28
基準点 街区点 3.9ｋ㎡ 北光コンサル(株)

釜石市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 2.9ｋ㎡ (株)水建技術 H17.9.15
基準点 街区多角点 3.0ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0907 H18.2.28
基準点 街区点 2.9ｋ㎡

北上市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 4.4ｋ㎡ 東武計画(株) H17.9.15
基準点 街区多角点 4.0ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0908 H18.2.28
基準点 街区点 5.1ｋ㎡

北上市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 4.1ｋ㎡ (株)東開技術 H17.9.15
基準点 街区多角点 4.9ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0909 H18.3.14
基準点 街区点 5.7ｋ㎡

一関市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 2.3ｋ㎡ 北陽測量設計(株) H17.9.14
由利本荘市 一部   基準点 街区多角点 2.2ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0910 藤測量設計(株) H18.3.22

基準点 街区点 2.6ｋ㎡ (有)西奥羽測量設計
基準点 街区点 4.2ｋ㎡

宮城県 河北町 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　21点 (株)佐藤土木測量設計事務所 H17.4.20
助言 H17.4.19 B 0005 H17.6.30

石巻市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)サトー技建 H17.5.25
座標変換 ２級  　 　4点 助言 H17.5.26 B 0017 H17.8.31

仙台市 一部   登記所備付地図作成 基準点 ３級  　 　14点 小澤正徳事務所 H17.6.1
基準点 ４級  　 　355点 助言 H17.5.26 B 0018 H17.9.30

仙台市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 (株)復建技術コンサルタント H17.6.6
助言 H17.6.3 B 0021 H17.10.7

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)仙台技研 H17.6.1
助言 H17.6.3 B 0022 H17.7.30

仙台市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 (株)大江設計 H17.7.4
基準点 ３級  　 　22点 助言 H17.6.13 B 0028 H17.12.16

仙台市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　3点 国際航業(株) H17.6.20
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H17.6.17 B 0029 H17.7.8
座標変換 ４級 0.1ｋ㎡

古川市 一部 松山町 一部 道路計画 水　準 簡級  　5.0Km アジア航測(株) H17.7.15
三本木町 一部 小牛田町 一部 カラー撮影 8000 13.2ｋ㎡ 助言 H17.7.12 B 0040 H17.11.30

数値図化 1000 3.0ｋ㎡
空　三 1000  　 　16Ｍ

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　20点 (株)サトー技建 H17.7.29
基準点 ３級  　 　80点 助言 H17.7.29 B 0050 H18.3.15
基準点 ４級  　 　244点

松島町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　2点 大橋調査(株) H17.7.28
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.7.29 B 0053 H17.10.31

川崎町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 (有)北日本技研 H17.7.8
基準点 ３級  　 　13点 助言 H17.7.29 B 0054 H18.3.15
基準点 ４級  　 　70点
平　板 2000 0.3ｋ㎡

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

東北地方整備局北上川下流河川事務所

宮城県石巻地方振興事務所

仙台法務局

仙台市

宮城県古川地方振興事務所

仙台市都市整備局

仙台市東鹿島土地区画整理組合

宮城県古川土木事務所

宮城県古川地方振興事務所

防衛施設庁仙台防衛施設局

宮城県大河原地方振興事務所
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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 登米市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)北振技研 H17.6.21
基準点 ３級  　 　20点 助言 H17.8.3 B 0056 H18.1.31
基準点 ４級  　 　137点

仙台市 一部 塩竃市 一部 地盤沈下調査 水　準 １級  　311.7Km 本州測量設計(株) H17.8.22
名取市 一部 多賀城市 一部 助言 H17.8.9 B 0061 三善測量(株) H18.2.15
岩沼市 一部 利府町 一部

角田市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　9点 (株)大江設計 H17.8.3
基準点 ３級  　 　61点 助言 H17.8.9 B 0064 H18.3.15
基準点 ４級  　 　236点
座標変換 ２級  　 　6点

山元町 一部   道路改良 基準点 ３級  　 　4点 ダイワ測量設計(株) H17.7.14
助言 H17.8.9 B 0065 H18.1.31

岩出山町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 (株)復建技術コンサルタント H17.7.19
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.8.9 B 0067 H18.3.20

石巻市 一部   土地改良 基準点 ４級  　 　170点 (有)北日本技研 H17.7.12
助言 H17.8.9 B 0068 H18.3.17

岩出山町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　16点 (株)大崎測量設計コンサルタント H17.8.4
助言 H17.8.23 B 0077 H17.10.11

栗原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　9点 岩倉測量設計(株) H17.9.5
助言 H17.8.23 B 0078 H18.3.15

柴田町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　13点 (株)サトー技建 H17.8.5
基準点 ４級  　 　74点 助言 H17.8.24 B 0082 H18.3.15
座標変換 ２級  　 　4点

登米市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (株)丹野測量設計 H17.7.12
基準点 ３級  　 　10点 助言 H17.8.25 B 0083 H18.1.31
基準点 ４級  　 　57点
平　板 2000 0.4ｋ㎡

大河原町 一部   道路計画 水　準 簡級  　1.0Km アジア航測(株) H17.8.18
カラー撮影 8000 6.1ｋ㎡ 助言 H17.8.31 B 0085 H18.3.24
数値図化 1000 0.6ｋ㎡
空　三 1000  　 　4Ｍ

栗原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 岩倉測量設計(株) H17.9.5
基準点 ３級  　 　24点 助言 H17.9.1 B 0089 H18.3.15
基準点 ４級  　 　133点
平　板 2000 0.9ｋ㎡

栗原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　33点 (株)ウイル H17.8.31
基準点 ４級  　 　220点 助言 H17.9.1 B 0090 H18.1.31

鹿島台町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　12点 (株)仙北測量設計事務所 H17.8.11
座標変換 ２級  　 　3点 助言 H17.9.13 B 0096 H18.3.20

登米市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (有)北日本技研 H17.8.30
基準点 ３級  　 　10点 助言 H17.10.4 B 0110 H18.2.28
基準点 ４級  　 　57点
平　板 2000 0.4ｋ㎡

古川市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)河北エンジニアリング H17.8.25
助言 H17.10.4 B 0113 H18.3.20

石巻市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　2点 (株)三協技術 H17.10.1
助言 H17.10.6 B 0118 H18.3.24

登米市 一部   農地開発 基準点 ２級  　 　9点 (株)丹野測量設計 H17.8.30
基準点 ３級  　 　3点 助言 H17.10.11 B 0126 H18.3.17
基準点 ４級  　 　99点
座標変換 ２級  　 　9点

宮城県登米地方振興事務所

宮城県

宮城県大河原地方振興事務所

宮城県仙台土木事務所

宮城県古川土木事務所

宮城県石巻地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県栗原地方振興事務所

宮城県大河原地方振興事務所

宮城県登米地方振興事務所

宮城県大河原土木事務所

宮城県栗原地方振興事務所

宮城県栗原地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県登米地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県登米地方振興事務所長
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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 登米市 一部   農地開発 基準点 ２級  　 　4点 （株）北光技術 H17.8.30
基準点 ４級  　 　46点 助言 H17.10.11 B 0127 H18.3.17
平　板 1000 0.2ｋ㎡

南郷町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　17点 (株)加美測量設計事務所 H17.10.13
基準点 ３級  　 　49点 助言 H17.10.12 B 0128 H18.3.15
基準点 ４級  　 　246点
座標変換 ２級  　 　3点

栗原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 岩倉測量設計(株) H17.9.30
基準点 ３級  　 　29点 助言 H17.10.12 B 0130 H18.3.22
基準点 ４級  　 　165点
座標変換 ２級  　 　7点
平　板 2000 1.2ｋ㎡

栗原市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　9点 岩倉測量設計(株) H17.9.26
基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.10.12 B 0131 H18.2.10
基準点 ４級  　 　126点
平　板 1000 0.7ｋ㎡

登米市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　5点 (株)仙台技研 H17.8.30
助言 H17.10.12 B 0136 H18.3.15

岩沼市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 (株)仙台技研 H17.9.7
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.10.12 B 0137 H18.3.24

石巻市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 岩倉測量設計(株) H17.8.23
基準点 ３級  　 　29点 助言 H17.10.12 B 0139 H18.3.17
基準点 ４級  　 　169点
座標変換 ２級  　 　6点
平　板 2000 1.2ｋ㎡

栗原市 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　4点 (株)渡工測量設計 H17.10.11
基準点 ４級  　 　18点 助言 H17.10.12 B 0140 H18.1.31
平　板 1000 0.1ｋ㎡

仙台市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　5点 (株)復建技術コンサルタント H17.7.20
助言 H17.10.24 B 0147 H18.3.24

仙台市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 759.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.11.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 759.0ｋ㎡ 助言 H17.10.24 B 0148 H18.3.31

松島町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 (株)仙台コンサルタント H17.8.24
座標変換 ２級  　 　1点 助言 H17.10.24 B 0152 H18.3.24

石巻市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (株)八州　東北支社 H17.10.3
基準点 ３級  　 　5点 助言 H17.11.1 B 0156 H19.3.31
基準点 ４級  　 　98点

栗原市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　10点 (株)ウイル H17.11.7
基準点 ４級  　 　57点 助言 H17.11.7 B 0162 H18.3.15
平　板 2000 0.4ｋ㎡

気仙沼市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　16.7Km 日本測地設計(株) H17.11.1
助言 H17.11.7 B 0166 H17.12.15

登米市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 (株)北振技研 H17.11.7
基準点 ４級  　 　12点 助言 H17.11.7 B 0171 H18.1.18

川崎町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (株)仙台土木設計 H17.10.14
基準点 ４級  　 　30点 助言 H17.11.9 B 0173 H18.3.24

宮城県登米地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県栗原地方振興事務所

宮城県栗原土木事務所

宮城県登米地方振興事務所

宮城県仙台地方振興事務所

宮城県石巻地方振興事務所

宮城県栗原地方振興事務所

仙台市

仙台市

宮城県仙台地方振興事務所

石巻市蛇田北部土地区画整理組合

宮城県栗原地方振興事務所

気仙沼市

宮城県登米地方振興事務所

宮城県大河原地方振興事務所
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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 大和町 一部   用水路対策 基準点 ２級  　 　4点 岩倉測量設計(株) H17.11.15
助言 H17.11.10 B 0175 H18.3.15

小牛田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　10点 (株)栄和技術コンサルタント H17.10.21
助言 H17.11.16 B 0178 H18.2.28

東和町 一部   農道計画 基準点 ２級  　 　5点 (株)ウイル H17.10.20
基準点 ４級  　 　49点 助言 H17.11.16 B 0179 H18.3.17

南郷町 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　30点 (株)古川測量設計事務所 H17.11.22
基準点 ４級  　 　210点 助言 H17.11.21 B 0184 H18.3.20
平　板 2000 1.5ｋ㎡

多賀城市 一部 塩竃市 一部 都市計画 数値図修正 2500 37.5ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.10
七ケ浜町 一部 利府町 一部 写測修正 2500 44.8ｋ㎡ 助言 H17.11.28 B 0185 H18.3.10

既成図数値化 2500 44.8ｋ㎡
座標変換 2500 82.3ｋ㎡

仙台市 一部 名取市 一部 河川管理 数値図修正 2500 34.6ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.16
座標変換 2500 34.6ｋ㎡ 助言 H17.11.29 B 0188 H18.3.10
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 34.6ｋ㎡

小牛田町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　4点 (株)仙台土木設計 H17.11.28
基準点 ３級  　 　17点 助言 H17.12.2 B 0189 H18.3.24

仙台市 一部 名取市 一部 河川管理 水　準 ２級  　35.0Km (株)サトー技建 H17.10.5
助言 H17.12.5 B 0191 H18.2.28

石巻市 全域   総合計画 カラー撮影 10000 555.6ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.16
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 555.6ｋ㎡ 助言 H17.12.2 B 0193 H18.3.20
直接定位計算 1000  　 　1743点

岩沼市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　1点 (株)パスコ H17.11.1
座標変換 ３級  　 　4点 助言 H17.12.5 B 0195 H18.2.28

古川市 一部   地盤変動調査 水　準 １級 17.6ｋ㎡ (株)江合技術コンサルタント H17.12.10
助言 H17.12.8 B 0198 H18.1.31

登米市 一部   ほ場整備 水　準 簡級  　7.6Km 国際航業(株) H17.12.6
カラー撮影 10000 5.2ｋ㎡ 助言 H17.12.16 B 0200 H18.3.20
数値図化 1000 1.2ｋ㎡
空　三 1000  　 　4Ｍ

東松島市 全域   都市計画 カラー撮影 15000 101.9ｋ㎡ アジア航測(株) H17.12.22
助言 H18.1.6 B 0205 H18.3.24

仙台市 一部   都市計画 座標変換 2500 159.0ｋ㎡ (株)ＧＩＳ仙台 H17.12.27
助言 H18.1.23 B 0209 H18.3.31

鳴子町 一部   河川管理 数値図化 2500 16.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.12.14
助言 H18.1.26 B 0211 H18.3.3

石巻市 一部   都市計画 写測修正 2500 21.0ｋ㎡ 国際航業(株) H18.1.10
既成図数値化 2500 21.0ｋ㎡ 助言 H18.1.30 B 0214 H18.3.20
座標変換 2500 21.0ｋ㎡

石巻市 一部   ほ場整備 水　準 ３級  　19.0Km (株)パスコ H18.1.5
カラー撮影 10000 33.0ｋ㎡ 助言 H18.2.3 B 0215 H18.3.24
写測図化 5000 8.0ｋ㎡
座標変換 5000 8.0ｋ㎡

登米市 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 H17.11.21
基準点 ４級  　 　15点 助言 H18.2.6 B 0216 H18.3.27
座標変換 ２級  　 　2点

宮城県王城寺原補償工事事務所

宮城県古川地方振興事務所

宮城県登米地方振興事務所

宮城県古川地方振興事務所

塩竃市

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県古川振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

石巻市

岩沼市

古川市

登米市

宮城県

仙台市

東北地方整備局鳴子ダム管理所

石巻市

石巻市

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 蔵王町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)仙台技研 H17.12.2
助言 H18.2.16 B 0219 H18.3.24

若林区 一部 太白区 一部 道路台帳 座標変換 500 190.6ｋ㎡ (株)秋元技術コンサルタンツ H18.2.13
泉区 一部   助言 H18.2.15 B 0220 H18.3.29
加美町 一部   ダム計画 写測修正 2500 7.0ｋ㎡ 朝日航洋(株) H18.2.3

既成図数値化 2500 7.0ｋ㎡ 助言 H18.2.20 B 0223 H18.3.24
富谷町 全域   上下水道計画 カラー撮影 4000 60.0ｋ㎡ (株)協振技建 H18.3.1

数値図化 500 16.7ｋ㎡ 助言 H18.2.27 B 0226 H19.3.30
空　三 500  　 　282Ｍ

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　1点 (株)丹野測量設計 H18.1.24
助言 H18.2.28 B 0227 H18.3.31

仙台市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　5点 国際航業(株) H18.3.1
座標変換 ３級  　 　21点 助言 H18.2.28 B 0228 H18.3.30

古川市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 (株)仙北測量設計事務所 H18.2.27
助言 H18.2.28 B 0230 H18.3.27

仙台市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　16点 東武計画(株)　仙台支店 H18.2.23
基準点 ４級  　 　150点 助言 H18.3.3 B 0232 H18.3.27
平　板 500 0.3ｋ㎡

田尻町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　21点 (株)サトー技建 H18.3.10
助言 H18.3.6 B 0235 H18.9.15

鳴子町 一部   道路計画 数値図化 1000 2.6ｋ㎡ アジア航測(株) H18.3.6
助言 H18.3.8 B 0236 H18.3.27

古川市 一部   河川計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)復建技術コンサルタント H18.2.28
助言 H18.3.10 B 0238 H18.3.24

仙台市 一部   道路計画 撮　影 4000 16.0ｋ㎡ (株)センソクコンサルタント H17.10.13
写測修正 500 0.8ｋ㎡ 助言 H18.3.17 B 0244 H18.3.27
空　三 500  　 　4Ｍ
既成図数値化 500 0.8ｋ㎡

美里町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 （株）サネックス H18.1.18
助言 H18.3.24 B 0245 H18.8.31

東和町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　8点 (株)復建技術コンサルタント H18.2.1
助言 H18.3.24 B 0246 H18.3.31

登米市 一部   集落道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)サトー技建 H18.2.14
基準点 ４級  　 　8点 助言 H18.3.27 B 0247 H18.6.30

南三陸町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　10点 (株)西條設計コンサルタント H18.1.16
助言 H18.3.28 B 0250 H18.3.31

仙台市 一部 名取市 全域 河川管理 航空レーザ ﾚｰｻﾞ計測 950.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.11.18
岩沼市 全域 角田市 一部 助言 H18.3.31 B 0251 H18.5.24
白石市 一部 川崎町 一部
村田町 一部 亘理町 全域
山元町 一部 丸森町 一部
仙台市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区点 28.4ｋ㎡ 半沢測量設計(株) H17.9.16

助言 H18.1.23 B 0911 本州測量設計(株) H18.2.24
(株)センシン技術

仙台市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区点 26.3ｋ㎡ 佐野コンサルタンツ(株) H17.9.16
助言 H18.1.23 B 0912 H18.2.17

気仙沼市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区多角点 5.8ｋ㎡ (株)河北エンジニアリング H17.9.16
基準点 街区多角点 6.1ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0913 (株)佐藤土木測量設計事務所 H18.2.17
基準点 街区点 5.9ｋ㎡

宮城県大河原地方振興事務所

仙台市

東北地方整備局鳴瀬川総合開発調査事務所

富谷町

宮城県古川地方振興事務所

仙台市新田東土地区画整理組合

宮城県古川地方振興事務所

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

宮城県古川土木事務所

宮城県古川土木事務所

仙台市

宮城県古川地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

宮城県登米地方振興事務所

東北地方整備局仙台河川国道事務所

東北地方整備局

土地・水資源局　国土調査課

土地・水資源局　国土調査課

土地・水資源局　国土調査課
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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 石巻市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 4.9ｋ㎡ (株)三協技術 H17.9.14
基準点 街区多角点 9.2ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0914 H18.3.24
基準点 街区点 14.2ｋ㎡

秋田県 大館市 一部 比内町 一部 道路計画 基準点 １級  　 　5点 (株)復建技術コンサルタント H17.4.20
鷹巣町 一部   基準点 ３級  　 　12点 助言 H17.4.19 B 0006 H17.8.31

水　準 ３級  　30.0Km
雄勝町 一部   道路計画 基準点 １級  　 　3点 サンコーコンサルタント(株) H17.4.18

基準点 ２級  　 　3点 助言 H17.5.12 B 0013 H17.7.5
基準点 ４級  　 　61点
水　準 ３級  　7.5Km
平　板 200 0.2ｋ㎡
平　板 500 0.2ｋ㎡

横手市 一部 増田町 一部 砂防計画 数値図化 2500 11.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.5.12
大森町 一部   助言 H17.6.6 B 0023 H17.9.30
横手市 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　6点 (株)測地環境コンサルタント H17.5.11

基準点 ３級  　 　18点 助言 H17.6.9 B 0024 H17.9.30
東成瀬村 一部   地すべり対策 基準点 ２級  　 　2点 柴田工事調査(株) H17.6.3

基準点 ３級  　 　16点 助言 H17.6.27 B 0035 H17.12.12
秋田市 一部   砂防計画 数値図化 2500 26.3ｋ㎡ (株)パスコ H16.12.16

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 26.3ｋ㎡ 助言 H17.7.7 B 0038 H17.9.30
由利本荘市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　8点 東邦技術(株) H17.6.18

基準点 ４級  　 　31点 助言 H17.7.19 B 0043 H18.3.30
水　準 ３級  　3.0Km

秋田市 全域   固定資産現況調査 カラー撮影 4000 199.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.8.9
カラー撮影 8000 1014.0ｋ㎡ 助言 H17.8.16 B 0070 H18.3.31
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 74.0ｋ㎡
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 831.0ｋ㎡

平鹿町 一部   道路計画 水　準 簡級  　3.5Km 国際航業(株) H17.7.21
カラー撮影 8000 7.4ｋ㎡ 助言 H17.8.16 B 0074 H17.12.20
数値図化 1000 0.8ｋ㎡
空　三 1000  　 　5Ｍ

由利本荘市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 144.5ｋ㎡ (株)写測 H17.8.8
写測修正 2500 32.7ｋ㎡ 助言 H17.9.1 B 0086 H18.1.31
既成図数値化 2500 32.7ｋ㎡
座標変換 2500 32.7ｋ㎡

大館市 一部   総合計画 カラー撮影 10000 559.2ｋ㎡ (株)パスコ H17.8.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 97.0ｋ㎡ 助言 H17.9.1 B 0087 H18.3.31

秋田市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)測地コンサルタント H17.8.30
基準点 ４級  　 　18点 助言 H17.9.26 B 0101 H18.3.20
平　板 500 0.1ｋ㎡

秋田市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)アキタサーベイ H17.8.25
助言 H17.9.26 B 0102 H17.10.31

秋田市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　11点 (株)オオバ H17.9.20
基準点 ４級  　 　63点 助言 H17.9.26 B 0104 H17.11.25

つがる市 一部 鯵ヶ沢町 一部 森林計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5000 153.0ｋ㎡ 東北測量(株) H17.9.26
深浦町 一部   助言 H17.9.27 B 0105 H18.3.20
大仙市 一部   ほ場整備 水　準 ３級  　13.8Km (株)ハイマーテック H17.9.21

カラー撮影 8000 14.3ｋ㎡ 助言 H17.10.6 B 0122 H18.2.28
数値図化 1000 3.8ｋ㎡
空　三 1000  　 　12Ｍ

土地・水資源局　国土調査課

東北地方整備局能代河川国道事務所

東北地方整備局湯沢河川国道事務所

秋田県平鹿地域振興局

秋田県平鹿地域振興局

秋田県雄勝地域振興局

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

秋田市

秋田県平鹿地域振興局

由利本荘市

大館市

秋田市

秋田県秋田地域振興局

東北地方整備局能代河川国道事務所

青森県

大仙市神岡総合支所
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秋田県 湯沢市 全域   都市計画 水　準 簡級  　210.9Km 国際航業(株) H17.9.12
カラー撮影 10000 1006.5ｋ㎡ 助言 H17.10.17 B 0134 H18.3.10
直接定位計算 2500  　 　2291点

金浦町 一部 仁賀保町 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　21点 東武計画(株)　秋田営業所 H17.10.25
基準点 ４級  　 　104点 助言 H17.11.7 B 0163 H18.1.31
水　準 ３級  　12.1Km
平　板 200 0.1ｋ㎡

横手市 一部 美郷町 一部 道路計画 水　準 簡級  　8.0Km (株)八州 H17.10.5
カラー撮影 8000 15.0ｋ㎡ 助言 H17.11.1 B 0167 H18.2.20
数値図化 1000 7.1ｋ㎡
空　三 1000  　 　12Ｍ

由利本荘市 一部   道路台帳 水　準 簡級  　12.0Km (株)写測 H17.10.11
カラー撮影 10000 24.7ｋ㎡ 助言 H17.11.2 B 0169 H18.2.28
空　三 1000  　 　15Ｍ
写測図化 1000 0.5ｋ㎡

潟上市 全域   道路台帳 水　準 簡級  　57.8Km 国際航業(株) H17.10.13
カラー撮影 10000 98.0ｋ㎡ 助言 H17.11.18 B 0181 H19.3.20
数値図化 1000 18.7ｋ㎡
数値図化 2500 28.5ｋ㎡
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 98.0ｋ㎡
直接定位計算 1000  　 　377点

能代市 一部   土地区画整理 座標変換 ２級  　 　2点 (株)八州 H17.11.18
座標変換 ３級  　 　3点 助言 H17.12.5 B 0192 H17.12.15
座標変換 ４級  　 　33点

八郎潟町 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　3点 (株)眞宮技術 H17.12.12
助言 H17.12.8 B 0196 H18.3.24

北秋田市 一部 森吉町 一部 河川管理 基準点 ３級  　 　19点 東邦技術(株) H17.11.23
水　準 ２級  　22.5Km 助言 H18.1.11 B 0204 H18.3.17

男鹿市 一部 若美町 一部 道路計画 基準点 １級  　 　4点 (株)東測エンジニアリング H17.11.11
基準点 ２級  　 　4点 助言 H18.1.10 B 0207 H18.3.24
基準点 ３級  　 　12点
基準点 ４級  　 　60点

仙北市 一部   下水道計画 水　準 ３級  　7.5Km (株)パスコ H17.11.15
カラー撮影 4000 3.5ｋ㎡ 助言 H18.2.22 B 0225 H18.3.17
数値図化 500 0.1ｋ㎡
空　三 500  　 　12Ｍ

山形県 米沢市 一部 川西町 一部 森林計画 撮　影 20000 363.0ｋ㎡ アジア航測(株) H17.4.28
小国町 一部 飯豊町 一部 助言 H17.4.11 B 0001 H17.12.9
喜多方市 一部 熱塩加納村 一部
北塩原村 一部   
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 H17.4.28

基準点 ３級  　 　9点 助言 H17.5.12 B 0012 H17.12.26
基準点 ４級  　 　190点
平　板 500 0.1ｋ㎡

山形市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　2点 (株)菅野測量設計 H17.6.5
基準点 ４級  　 　50点 助言 H17.5.31 B 0019 H17.12.20

天童市 全域   固定資産現況調査 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 254.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.5.16
助言 H17.5.31 B 0020 H17.10.31

新庄市 一部   道路計画 数値図化 1000 3.3ｋ㎡ 東武計画(株) H17.6.10
助言 H17.6.13 B 0026 H17.8.31

湯沢市

東北地方整備局秋田河川国道事務所

東北地方整備局湯沢河川国道事務所

由利本荘市

潟上市

能代市

東北地方整備局秋田河川国道事務所

東北地方整備局森吉山ダム工事事務所

秋田県秋田地域振興局

仙北市

山形県

山形市芸工大前土地区画整理組合

独立行政法人都市再生機構　山形都市開発事務所

天童市

東北地方整備局山形河川国道事務所
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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

山形県 米沢市 全域   固定資産 カラー撮影 8000 252.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.8.3
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 252.0ｋ㎡ 助言 H17.8.18 B 0075 H18.3.24

小国町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)信和測量設計社 H17.8.23
基準点 ４級  　 　66点 助言 H17.8.29 B 0088 H17.10.15
平　板 500 0.1ｋ㎡

西川町 一部 立川町 一部 砂防計画 水　準 簡級  　95.0Km 朝日航洋(株) H17.8.11
松山町 一部   数値図化 2500 46.4ｋ㎡ 助言 H17.9.2 B 0091 H18.1.13

空　三 2500  　 　131Ｍ
座標変換 空三点  　 　35点

山形市 一部   法務省登記所備付地図 基準点 ４級  　 　120点 (株)山形開発測量設計事務所 H17.7.10
平　板 500 0.2ｋ㎡ 助言 H17.9.5 B 0092 H18.3.31

小国町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　2点 苗場建設サービス(株) H17.7.27
助言 H17.9.5 B 0093 H17.11.23

村山市 一部   都市計画 水　準 簡級  　15.0Km セントラル航空測量(株) H17.8.10
数値図化 2500 2.7ｋ㎡ 助言 H17.9.13 B 0095 H17.11.30
既成図数値化 2500 4.5ｋ㎡
空　三 2500  　 　8Ｍ

庄内町 一部   下水道計画 水　準 簡級  　18.0Km セントラル航空測量(株) H17.8.18
カラー撮影 4000 13.1ｋ㎡ 助言 H17.9.15 B 0098 H17.12.7
数値図化 500 1.2ｋ㎡
空　三 500  　 　47Ｍ

小国町 一部   砂防計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)オリス H17.7.27
助言 H17.9.22 B 0106 H17.9.24

天童市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　26.7Km (株)三和技術コンサルタント H17.9.1
助言 H17.10.4 B 0108 H17.12.16

米沢市 一部   地盤変動調査 水　準 ２級  　48.0Km (株)新和設計 H17.10.11
助言 H17.10.5 B 0114 H18.1.10

南陽市 一部   街区基本調査 座標変換 ２級  　 　3点 新和設計（株） H17.10.1
助言 H17.10.6 B 0119 H18.3.24

飯豊町 一部   ダム管理 水　準 簡級  　18.0Km 国際航業(株) H17.10.13
カラー撮影 12500 60.0ｋ㎡ 助言 H17.10.17 B 0142 H18.1.31
数値図化 2500 4.5ｋ㎡
数値図修正 2500 21.9ｋ㎡
空　三 2500  　 　7Ｍ
座標変換 2500 21.9ｋ㎡

小国町 一部   ダム計画 カラー撮影 4000 28.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.9.28
数値図修正 1000 14.0ｋ㎡ 助言 H17.10.24 B 0154 H18.1.31
直接定位計算 1000  　 　87点

戸沢村 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)双葉建設コンサルタント H17.10.12
水　準 ３級  　3.7Km 助言 H17.11.7 B 0164 H18.3.20

小国町 一部   砂防計画 数値図化 2500 40.8ｋ㎡ (株)パスコ H17.9.23
助言 H17.11.2 B 0170 H18.3.20

酒田市 一部 庄内町 一部 道路計画 基準点 ３級  　 　14点 (株)庄内測量設計舎 H17.11.28
水　準 ３級  　 　14点 助言 H17.11.21 B 0182 H18.3.17

戸沢村 一部 立川町 一部 道路計画 水　準 簡級  　14.0Km 朝日航洋(株) H17.11.16
カラー撮影 8000 45.3ｋ㎡ 助言 H17.12.2 B 0194 H18.3.10
数値図化 1000 10.1ｋ㎡
空　三 1000  　 　39Ｍ

鶴岡市 一部   道路計画 水　準 簡級  　7.0Km セントラルコンサルタント(株) H17.12.5
カラー撮影 8000 6.6ｋ㎡ 助言 H17.12.16 B 0203 H18.3.17
数値図化 1000 2.1ｋ㎡
空　三 1000  　 　7Ｍ

米沢市

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

東北地方整備局新庄河川事務所

山形地方法務局

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

村山市

庄内町

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

天童市

米沢市

南陽市

東北地方整備局最上川ﾀﾞﾑ統合管理事務所

北陸地方整備局横川ダム工事事務所

東北地方整備局山形河川国道事務所

北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

東北地方整備局酒田河川国道事務所

東北地方整備局山形河川国道事務所

東北地方整備局酒田河川国道事務所
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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

山形県 山形市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　6点 (株)成和技術 H18.1.10
基準点 ４級  　 　95点 助言 H18.1.10 B 0206 H18.3.22

鶴岡市 一部 酒田市 一部 総合計画 カラー撮影 12500 66.0ｋ㎡ 国際航業(株) H17.12.26
助言 H18.2.15 B 0221 H18.3.15

酒田市 一部 立川町 一部 砂防計画 数値図化 2500 16.3ｋ㎡ 国際航業(株) H17.12.26
平田町 一部 羽黒町 一部 座標変換 2500 16.3ｋ㎡ 助言 H18.2.15 B 0222 H18.2.28
西川町 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 H18.2.22

助言 H18.3.8 B 0237 H18.3.15
酒田市 一部 鶴岡市 一部 砂防計画 水　準 簡級  　34.8Km セントラル航空測量(株) H18.2.20

数値図化 2500 25.5ｋ㎡ 助言 H18.3.9 B 0239 H18.3.24
空　三 2500  　 　20Ｍ
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 25.5ｋ㎡

米沢市 一部 南陽市 一部 雪崩対策 カラー撮影 10000 260.0ｋ㎡ 国際航業(株) H18.2.27
高畠町 一部 川西町 一部 助言 H18.3.9 B 0240 H18.3.20
山形市 一部   都市再生街区基本調査 基準点 街区多角点 3.2ｋ㎡ (株)田村測量設計事務所 H17.9.15

基準点 街区点 16.6ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0915 H18.2.17
長井市 一部 南陽市 一部 都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 7.5ｋ㎡ 新和設計(株) H17.9.15

基準点 街区多角点 7.2ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0916 H18.3.3
基準点 街区点 7.0ｋ㎡

福島県 会津若松市 全域 喜多方市 一部 森林計画 撮　影 20000 2654.0ｋ㎡ (株)中庭測量コンサルタント H17.5.10
熱塩加納村 一部 北塩原村 一部 助言 H17.5.16 B 0011 H17.10.31
塩川町 全域 山都町 一部
西会津町 全域 高郷村 全域
磐梯町 全域 猪苗代町 一部
会津坂下町 全域 湯川村 全域
柳津町 全域 河東町 全域
会津高田町 一部 会津本郷町 一部
新鶴村 全域 三島町 全域
金山町 一部 昭和村 一部
いわき市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　11点 地質基礎工業(株) H17.5.12

助言 H17.5.12 B 0014 H17.7.25
いわき市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　6点 地質基礎工業(株) H17.5.12

助言 H17.5.24 B 0016 H17.7.25
福島市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　29点 東武計画(株) H17.7.1

基準点 ４級  　 　219点 助言 H17.6.13 B 0027 H18.3.20
座標変換 ２級  　 　3点

浪江町 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 H17.7.1
平　板 500 1.2ｋ㎡ 助言 H17.6.28 B 0036 H17.10.31

会津若松市 一部   法第14条第1項地図作 基準点 ２級  　 　5点 （社）福島県公共嘱託登記土地家 H17.7.19
基準点 ３級  　 　9点 助言 H17.7.8 B 0039 H18.3.31
基準点 ４級 0.3ｋ㎡

郡山市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　4点 (財)福島県区画整理協会 H17.7.1
基準点 ３級  　 　9点 助言 H17.7.12 B 0042 H17.8.16
水　準 ３級  　2.0Km

金山町 一部 只見町 一部 道路計画 カラー撮影 8000 24.5ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.7.19
空　三 1000  　 　18Ｍ 助言 H17.7.22 B 0047 H17.9.26

河東町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 福島県土地改良事業団体連合会 H17.7.22
助言 H17.7.28 B 0048 H18.3.20

独立行政法人都市再生機構　山形都市開発事務所

山形県

山形県

東北地方整備局山形河川国道事務所

山形県

山形県

土地・水資源局　国土調査課

土地・水資源局　国土調査課

福島県

東北地方整備局磐城国道事務所

東北地方整備局磐城国道事務所

福島市上名倉・荒井土地区画整理組合

福島県相双農林事務所

福島地方法務局

郡山市

福島県会津若松建設事務所

福島県会津農林事務所

－61－



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 小高町 一部   ほ場整備、座標変換 基準点 ２級  　 　14点 福島県土地改良事業団体連合会 H17.7.26
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.7.28 B 0049 H18.2.28

田島町 一部   都市計画 撮　影 12500 45.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.20
写測修正 2500 24.0ｋ㎡ 助言 H17.8.8 B 0058 H18.1.19
座標変換 2500 24.0ｋ㎡

矢祭町 一部   砂防計画 数値図化 2500 13.3ｋ㎡ 三和航測(株) H17.5.25
座標変換 2500 48.0ｋ㎡ 助言 H17.8.8 B 0059 H17.10.28

只見町 一部   砂防計画 数値図化 2500 1.4ｋ㎡ (株)八州 H17.6.9
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1.4ｋ㎡ 助言 H17.8.8 B 0060 H17.10.3

大熊町 全域   総合計画 カラー撮影 5000 119.9ｋ㎡ (株)パスコ H17.7.7
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 78.7ｋ㎡ 助言 H17.8.16 B 0071 H18.3.31

いわき市 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 H17.8.19
助言 H17.8.16 B 0072 H18.3.31

いわき市 一部   都市計画 数値図修正 2500 124.4ｋ㎡ 国際航業(株) H17.7.26
座標変換 2500 124.4ｋ㎡ 助言 H17.8.16 B 0073 H18.2.28

いわき市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　12点 (財)福島県区画整理協会 H17.8.22
基準点 ４級 0.1ｋ㎡ 助言 H17.8.23 B 0079 H17.10.30

会津高田町 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 H17.8.22
基準点 ３級  　 　38点 助言 H17.8.23 B 0080 H18.2.28
基準点 ４級  　 　218点
平　板 500 1.5ｋ㎡
座標変換 ２級  　 　8点

田村市 全域   都市計画 水　準 簡級  　110.5Km 東武計画(株) H17.8.25
撮　影 30000 706.5ｋ㎡ 助言 H17.8.31 B 0081 H18.3.20
数値図化 10000 458.3ｋ㎡
編　集 25000 458.3ｋ㎡
編　集 50000 458.3ｋ㎡

郡山市 一部   道路台帳 既成図数値化 500 172.2ｋ㎡ 国際航業(株) H17.9.12
座標変換 500 172.2ｋ㎡ 助言 H17.9.16 B 0099 (株)パスコ H18.2.28

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

田村市 一部   都市計画 基準点 ２級  　 　2点 （株）ベクソン H17.9.20
基準点 ３級  　 　21点 助言 H17.9.26 B 0100 H17.12.22
座標変換 ２級  　 　8点

福島市 一部   都市計画 数値図化 10000 92.1ｋ㎡ 東武計画(株) H17.9.20
編　集 10000 58.0ｋ㎡ 助言 H17.9.26 B 0103 H18.2.15

原町市 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 H17.9.27
平板・修正 500 0.6ｋ㎡ 助言 H17.9.26 B 0107 H18.2.28

白河市 一部   都市再生街区基本調査 座標変換 ２級  　 　3点 (株)東コンサルタント H17.10.1
座標変換 ３級  　 　5点 助言 H17.10.6 B 0120 松田測量設計(株) H18.3.24

地質基礎工業(株)

福島県相双農林事務所

福島県南会津建設事務所

福島県県南建設事務所

福島県南会津建設事務所

大熊町

福島県いわき農林事務所

福島県いわき建設事務所

いわき市

福島県会津南部ほ場整備事務所

田村市

郡山市

田村市

福島市

福島県相双農林事務所

白河市
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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 檜枝岐村 一部   境界測量 基準点 ３級  　 　2点 大竹測量設計(株) H17.10.12
助言 H17.10.12 B 0138 H17.10.15

本宮町 一部 大玉村 一部 砂防計画 水　準 簡級  　80.7Km 国際航業(株) H17.10.17
白沢村 一部   カラー撮影 10000 88.0ｋ㎡ 助言 H17.10.24 B 0149 H18.1.31

数値図化 2500 21.7ｋ㎡
空　三 2500  　 　62Ｍ
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 109.5ｋ㎡
座標変換 空三点  　 　81点

相馬市 一部   砂防計画 水　準 簡級  　34.0Km 三和航測(株) H17.6.20
丸森町 一部   カラー撮影 12500 52.9ｋ㎡ 助言 H17.10.24 B 0153 H18.2.28

数値図化 2500 1.6ｋ㎡
空　三 2500  　 　16Ｍ
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 12.0ｋ㎡

郡山市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (財)福島県区画整理協会 H17.10.21
助言 H17.11.1 B 0160 H17.11.30

原町市 一部   固定資産 カラー撮影 5000 128.0ｋ㎡ 新日本航測(株) H17.10.20
空　三 1000  　 　346Ｍ 助言 H17.11.7 B 0172 H18.2.10
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 112.0ｋ㎡

浪江町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 福島県土地改良事業団体連合会 H17.11.11
座標変換 ２級  　 　2点 助言 H17.11.9 B 0174 H18.3.20

須賀川市 一部   農地環境整備 カラー撮影 8000 154.5ｋ㎡ (株)パスコ H17.11.1
助言 H17.11.17 B 0180 H18.3.17

いわき市 一部   砂防計画 数値図化 2500 10.3ｋ㎡ アジア航測(株) H17.6.2
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 174.8ｋ㎡ 助言 H17.11.28 B 0186 H17.12.28

只見町 一部 金山町 一部 道路計画 数値図化 1000 6.0ｋ㎡ 中日本航空(株) H17.11.9
助言 H17.11.29 B 0187 H18.3.17

郡山市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　41点 陸奥測量設計(株) H17.12.1
助言 H17.12.5 B 0190 H18.3.17

猪苗代町 一部 西会津町 一部 砂防計画 数値図化 2500 6.0ｋ㎡ (株)パスコ H17.12.5
磐梯町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 23.0ｋ㎡ 助言 H17.12.9 B 0199 H18.3.20

座標変換 2500 6.0ｋ㎡

柳津町 一部 金山町 一部 砂防計画 数値図化 2500 18.1ｋ㎡ (株)オリス H17.11.29
昭和村 一部   空　三 2500  　 　153Ｍ 助言 H18.1.26 B 0212 H18.2.20

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 92.3ｋ㎡

只見町 一部 南郷村 一部 砂防計画 数値図化 2500 4.3ｋ㎡ (株)八州 H18.1.18
下郷町 一部 檜枝岐村 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.3ｋ㎡ 助言 H18.2.13 B 0218 H18.3.20
須賀川市 一部 鏡石町 一部 河川管理 数値図化 2500 2.6ｋ㎡ アジア航測(株) H18.1.26
中島村 一部 矢吹町 一部 助言 H18.3.3 B 0234 H18.3.24
石川町 一部   

伊達市 一部   都市計画 数値図化 2500 2.7ｋ㎡ 東武計画(株) H18.3.1
既成図数値化 2500 6.4ｋ㎡ 助言 H18.3.15 B 0242 H18.3.24

福島市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　4点 (株)アイ・エヌ・エー H17.11.2
助言 H18.3.13 B 0243 H18.3.30

福島市 一部 郡山市 一部 都市再生街区基本調査 基準点 街区点 24.4ｋ㎡ (株)郡山測量設計社 H17.9.15
助言 H18.1.23 B 0917 陸奥測量設計(株) H18.2.3

日本精測(株)

福島県

福島県県北建設事務所

福島県相双建設事務所

郡山市

原町市

福島県相双農林事務所

須賀川市

福島県いわき建設事務所

福島県会津若松建設事務所

郡山市

福島県喜多方建設事務所

福島県会津若松建設事務所

福島県南会津建設事務所

福島県県中建設事務所

伊達市

東北地方整備局福島河川国道事務所

土地・水資源局　国土調査課
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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   都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 6.4ｋ㎡ (株)郡山測量設計社 H17.9.16
基準点 街区多角点 5.8ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0918 陸奥測量設計(株) H18.2.17
基準点 街区点 6.9ｋ㎡ 日本精測(株)

白河市 一部 いわき市 一部 都市再生街区基本調査 基準点 街区三角点 2.9ｋ㎡ (株)東コンサルタント H17.9.14
基準点 街区多角点 2.8ｋ㎡ 助言 H18.1.23 B 0919 松田測量設計(株) H18.3.24
基準点 街区点 19.7ｋ㎡ 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
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