
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

北海道 帯広市 H17.5.14 河川計画 ２級 水　準  600.0Km 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.1.31

幕別町 ３級 水　準  150.9Km
池田町
豊頃町
浦幌町
音更町
中札内村
本別町
小清水町
芽室町
士幌町
新得町
更別村
足寄町

北海道 稚内市 H16.10.6 計画 ２級 基準点   1点 北海道宗谷支庁 (株)ドーコン
H17.3.22 ３級 基準点   4点

３級 座標変換   2点
北海道 猿払村 H16.10.20 計画 ２級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 (株)構研エンジニアリング

H17.3.22
北海道 富良野市 H17.11.1 道路計画 ３級 基準点   4点 北海道旭川土木現業所 新和測量(株)

H18.3.20
北海道 函館市 H17.11.29 道路用地 ２級 基準点   16点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

上磯町 H18.3.20
北海道 平取町 H17.11.28 道路計画 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 ダイシン設計(株)

H18.2.20 ３級 基準点   2点
北海道 別海町 H17.7.21 道路台帳 ３級 基準点   11点 釧路開発建設部 (株)小林技術コンサルタン

H18.1.26
北海道 厚沢部町 H17.8.29 河川計画 ２級 基準点   3点 北海道渡島支庁 共和コンサルタント(株)

H17.10.31 ３級 基準点   5点
北海道 標茶町 H17.10.17 道路用地 ３級 基準点   5点 釧路開発建設部 パブリックコンサルタント

H18.2.20
北海道 釧路市 H17.10.17 道路用地 ４級 基準点   41点 釧路開発建設部 (株)道測地

H18.2.27

北海道 中標津町 H17.10.27 道路台帳 ２級 基準点   2点
釧路開発建設部中標津道
路事務所

(株)エーティック

H18.3.15
北海道 端野町 H17.11.26 土地改良 ３級 基準点   6点 北海道網走支庁 マルイシジオテクノ(株)

H18.3.10
北海道 釧路市 H17.12.22 港湾計画 １級 基準点   3点 釧路開発建設部 高橋測量設計(株)

H18.2.8 ３級 基準点   6点
北海道 せたな町 H18.3.3 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)牧野測量

H18.3.30
北海道 足寄町 H17.4.29 道路計画 １級 基準点   55点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

本別町 H17.10.31
置戸町

北海道 当別町 H17.7.11 土地改良 ３級 基準点   38点 北海道石狩支庁 (株)極東コンサルタント
H17.10.20

北海道 浦幌町 H17.7.22 道路管理 １級 座標変換   86点 帯広開発建設部 (株)山調住建コンサルタン
豊頃町 H17.10.11 ２級 座標変換   391点
足寄町 ３級 座標変換   1585点
小清水町
芽室町
広尾町
幕別町
帯広市
上士幌町
池田町
士幌町
中札内村
更別村
新得町
本別町
音更町
大樹町
忠類村
白糠町

北海道 更別村 H17.8.22 道路台帳 １級 基準点   5点 帯広開発建設部 菊地技術コンサルタント
H17.10.21

北海道 稚内市 H17.9.30 道路計画 １級 基準点   31点 稚内開発建設部 (株)ダイヤコンサルタント
H18.1.31

北海道 足寄町 H17.10.15 道路計画 １級 基準点   23点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合
H17.12.9

北海道 士幌町 H17.11.9 道路計画 ３級 基準点   4点 北海道十勝支庁 (株)アイネス
H18.3.10 ３級 座標変換   1点

測量地域 事業量
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

北海道 幕別町 H17.11.15 土地改良 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 (有)サノ測量設計社
H17.12.15

北海道 浦河町 H18.1.30 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 北武コンサルタント(株)
H18.3.15

北海道 厚岸町 H17.6.1 ほ場整備 10000 カラー撮影 320.0㎢ 厚岸町 (株)ジーアイエス北海道
H18.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 320.0㎢

北海道 厚真町 H17.6.29 土地改良 ３級 基準点   30点 北海道胆振支庁 (株)香島コンサルタント
H18.3.22

北海道 長万部町 H16.11.11 計画 １級 基準点   4点 函館開発建設部 (株)開発工営社
今金町 H17.3.20 ３級 基準点   18点

北海道 稚内市 H17.10.7 空港計画 10000 撮　影 36.2㎢
稚内開発建設部稚内港湾
事務所

三和航測(株)

H18.1.31 5000 撮　影 8.3㎢
2500 空　三   41Ｍ
1000 数値図化 0.8㎢
2500 数値図化 7.9㎢

北海道 平取町 H18.12.27 道路管理 １級 基準点   5点 室蘭開発建設部 北洋コンサルタント(株)
H19.2.27 ３級 基準点   12点

４級 基準点   30点
北海道 共和町 H17.9.8 道路計画 ３級 基準点   2点 共和町 (株)極東コンサルタント

H17.11.30
北海道 札幌市 H16.9.1 街区基本調査 ２級 基準点   184点 札幌市 (株)高崎

H18.3.20 (株)中田測量
(株)八州
(株)北海道朝日航洋
スミセキ･ジオテクノ(株)
ユニオン･タケカワ(共)
東武計画(株)
東邦コンサルタント(株)

北海道 士別市 H17.10.19 道路管理 ２級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)シー・イー・サービス
H17.12.20 ３級 基準点   5点

北海道 蘭越町 H17.11.2 河川計画 ３級 基準点   31点 北海道後志支庁 (株)開発調査研究所
H17.12.27

北海道 蘭越町 H17.11.21 河川計画 ３級 基準点   30点 北海道後志支庁 北海道キング設計(株)
ニセコ町 H17.12.20

北海道 白糠町 H17.12.22 森林計画 5000 写真図 138.2㎢ 北海道 北海航測(株)
増毛町 H18.3.17
苫前町
小平町
初山別村

北海道 鵡川町 H18.1.25 河川計画 ２級 基準点   1点 室蘭開発建設部 北洋コンサルタント(株)
H18.3.20

北海道 北斗市 H18.2.8 河川計画 ２級 基準点   3点 北海道渡島支庁 (株)ノース技研
H18.3.10 ３級 基準点   5点

北海道 士別市 H17.12.26 改良 5000 数値図化 17.9㎢ 旭川開発建設部 北海航測(株)
H18.3.24

北海道 富良野市 H17.12.26 改良 5000 数値図化 35.0㎢ 旭川開発建設部 アジア航測(株)
中富良野 H18.3.22 1000 数値図化 14.7㎢
南富良野

北海道 中富良野 H17.12.26 改良 1000 数値図化 16.1㎢ 旭川開発建設部 (株)北海道朝日航洋
H18.3.24

北海道 浦河町 H17.4.21 道路用地 ３級 基準点   2点 室蘭開発建設部 (株)細道コンサルタント
H17.6.20

北海道 旭川市 H16.9.1 街区基本調査 ２級 基準点   4点 旭川開発建設部 (株)富士建設コンサル
H17.12.28 ３級 基準点   23点 (株)日興ジオテック

北王コンサルタント(株)

北海道 恵庭市 H17.8.4 改良 ３級 基準点   16点 北海道石狩支庁
(株)北海道農業建設コン
サルタント

H17.12.10

北海道 恵庭市 H17.8.24 土地改良 ３級 水　準   4点 北海道石狩支庁
(株)北海道農業建設コン
サルタント

H18.1.23
北海道 札幌市 H17.9.5 河川管理 25000 カラー撮影 337.0㎢ 石狩川開発建設部 三和航測(株)

江別市 H18.3.15 12500 カラー撮影 692.0㎢
北広島市 8000 カラー撮影 3.0㎢
恵庭市 2500 数値図化 169.2㎢
千歳市 1000 数値図化 7.9㎢
長沼町
南幌町
栗沢町
由仁町
栗山町
岩見沢市
新篠津村
北村
新篠津村

北海道 津別町 H17.11.14 土地改良 ３級 基準点   5点 北海道網走支庁 益村測量設計(株)
H18.3.10
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

北海道 旭川市 H17.1.6 総合計画 簡級 水　準  307.5Km 旭川開発建設部 アジア航測(株)
士別市 H17.2.10 12500 空　三   213Ｍ
鷹栖町 2500 数値図化 316.8㎢
東神楽町
美瑛町
朝日町
下川町

北海道 江別市 H17.12.12 街区基本調査 ２級 基準点   3点 石狩川開発建設部 (株)シン技術コンサル
H18.2.27 ３級 基準点   3点

北海道 釧路町 H18.1.13 計画 ３級 基準点   3点 北海道釧路支庁 北海道キング設計(株)
H18.1.31

北海道 北斗市 H18.2.9 海岸保全 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 明成コンサルタント(株)
H18.3.24 ４級 基準点   20点

北海道 安平町 H18.9.15 固定資産 10000 撮　影 46.6㎢ 安平町 (株)ジーアイエス北海道
H18.12.15

北海道 長沼町 H17.6.29 河川計画 ３級 基準点   1点 北海道石狩支庁 明成コンサルタント(株)
H18.3.20

北海道 富良野市 H17.7.21 河川管理 ２級 基準点   1点 旭川開発建設部
(株)アサヒ建設コンサルタ
ント

H17.11.28 ３級 基準点   12点
北海道 小平町 H17.11.8 その他 ３級 基準点   1点 北海道留萌支庁 (株)北翔コンサルタント

H18.3.20 簡級 座標変換   2点
北海道 幌延町 H17.11.21 道路計画 ２級 基準点   4点 北海道留萌支庁 ダイシン設計(株)

H17.12.15
北海道 紋別市 H17.12.28 河川管理 １級 基準点   19点 網走開発建設部 東和工研(株)

H18.3.17 ２級 水　準  33.6Km
北海道 松前町 H18.2.13 地すべり対策 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)ユニオン・コンサルタン

H18.3.27
北海道 稚内市 H17.7.21 街区基本調査 街区三角 基準点 37.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)タナカコンサルタント

網走市 H18.2.27 (株)ムラコシ
留萌市 技研測量設計(株)
富良野市 スミセキ・ジオテクノ(株)
恵庭市 (株)シン技術コンサル
江別市

北海道 札幌市 H17.9.8 街区基本調査 街区三角 基準点 136.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 パブリックコンサルタント
函館市 H18.2.13 (株)山調住建コンサルタン
旭川市 北栄測量設計(株)
滝川市 (株)イズム・グリーン

北見市
(株)アサヒ建設コンサルタ
ント
(株)山腰測量設計事務所

北海道 陸別町 H17.9.5 道路台帳 ３級 基準点   4点 北海道十勝支庁 (株)開発調査研究所
H18.2.20

北海道 江別市 H17.9.21 河川計画 航空レーザ 649.1㎢ 北海道開発局 朝日航洋(株)
北広島市 H18.3.24
恵庭市
千歳市
岩見沢市
夕張市
栗沢町
南幌町
栗山町
長沼町
由仁町
室蘭市
登別市
白老町

北海道 函館市 H17.12.28 計画 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 共和コンサルタント(株)
H18.2.20

北海道 鹿追町 H17.6.28 河川計画 10000 撮　影 1119.8㎢ 帯広開発建設部 国際航業(株)
小清水町 H17.12.1 2500 数値図化 6.5㎢
芽室町 2500 写測修正 24.8㎢
上士幌町
士幌町
音更町
本別町
池田町
帯広市
幕別町
中札内村
豊頃町
浦幌町

北海道 妹背牛町 H17.11.15 土地改良 簡級 水　準  12.7Km 札幌開発建設部 北海航測(株)
H18.1.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10.4㎢

5000 数値図化 10.4㎢
北海道 沼田町 H17.11.15 土地改良 2500 数値図化 60.2㎢ 札幌開発建設部 北海航測(株)

北竜町 H18.2.28
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

北海道 沼田町 H17.11.25 土地改良 2500 数値図化 39.4㎢ 札幌開発建設部 北海航測(株)

北竜町 H18.2.28 2500 既成図数値化 40.1㎢

雨竜町
深川市

北海道 早来町 H17.4.18 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道胆振支庁 藤田測量(株)
H17.7.29

北海道 門別町 H17.6.27 砂防計画 １級 基準点   16点 北海道胆振支庁 (株)タナカコンサルタント
新冠町 H17.10.31 ３級 基準点   37点

北海道 白老町 H17.6.27 道路用地 １級 基準点   4点 北海道胆振支庁 日章測量設計(株)
H17.12.20 ２級 基準点   6点

３級 基準点   15点
北海道 斜里町 H17.6.16 道路用地 ３級 基準点   3点 網走開発建設部 益村測量設計(株)

H17.9.14
北海道 利尻町 H17.7.28 道路管理 ３級 基準点   3点 北海道稚内土木現業所 (株)開発調査研究所

H17.11.30
北海道 雄武町 H16.9.6 改良 ３級 基準点   3点 網走開発建設部 (株)アルト技研

H16.10.31

北海道 雄武町 H17.9.8 土地改良 １級 基準点   13点 網走開発建設部
北海道農業土木コンサル
タント(株)

H18.2.20

北海道 大滝村 H17.9.9 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁
シバタ技術コンサルタンツ
(株)

H17.11.21
北海道 門別町 H17.8.29 砂防計画 ３級 基準点   1点 北海道胆振支庁 新和測量(株)

H18.1.31
北海道 鶴居村 H17.9.21 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道釧路支庁 ダイシン設計(株)

H17.10.31
北海道 門別町 H17.10.3 砂防計画 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)伸栄コンサル

新冠町 H18.1.31
北海道 新冠町 H17.10.2 砂防計画 １級 基準点   1点 北海道胆振支庁 (有)苫小牧測量社

H17.12.20 ３級 基準点   1点
北海道 福島町 H17.10.15 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)開発調査研究所

H18.3.20
北海道 登別市 H17.9.20 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)コンサルタント菅原

H17.12.20
北海道 豊浦町 H17.10.26 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 新世紀コンサル(株)

H17.12.25

北海道 雄武町 H16.12.20 土地改良 ３級 基準点   7点 網走開発建設部
北海道農業土木コンサル
タント(株)

H17.2.28

北海道 白老町 H17.12.13 その他 ３級 基準点   2点
室蘭開発建設部室蘭道路
事務所

シバタ技術コンサルタンツ
(株)

H18.3.24
北海道 壮瞥町 H18.1.23 道路用地 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 (財)林業土木コンサルタン

H18.2.28

北海道 福島町 H18.2.27 道路台帳 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁
北海道道路エンジニアリン
グ(株)

H18.3.24
北海道 長沼町 H17.6.10 土地改良 ３級 基準点   47点 北海道空知支庁 拓新エンジニア(株)

H18.2.27
北海道 妹背牛町 H17.6.27 改良 ３級 基準点   55点 北海道空知支庁 (株)空知コンサルタント

H18.2.27
北海道 新十津川 H17.5.30 土地改良 ３級 基準点   52点 北海道空知支庁 (株)協和設計測量

H18.2.27
北海道 奈井江町 H17.5.30 土地改良 ３級 基準点   24点 北海道空知支庁 明和測量工業(株)

H18.2.27
北海道 美唄市 H17.7.1 土地改良 ３級 基準点   37点 北海道空知支庁 北日本測地(株)

H18.2.27
北海道 美唄市 H17.9.13 土地改良 ３級 基準点   11点 北海道空知支庁 (株)空知コンサルタント

H18.2.27
北海道 芦別市 H17.4.12 その他 2500 航空レーザ 401.1㎢ 芦別市 北海航測(株)

H18.2.28
北海道 門別町 H17.7.28 道路計画 8000 カラー撮影 34.0㎢ 室蘭開発建設部 (株)タナカコンサルタント

新冠町 H17.12.26 1000 空　三   25Ｍ
静内町 1000 数値図化 7.4㎢

北海道 穂別町 H17.9.29 道路台帳 8000 カラー撮影 152.4㎢ 室蘭開発建設部
北海道アジアコンサルタン
ト(株)

占冠村 H18.3.2 1000 空　三   11Ｍ
日高町 1000 数値図化 3.3㎢
小清水町
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北海道 幕別町 H17.6.28 河川管理 １級 成果改算   17点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合
池田町 H18.2.1 ２級 成果改算   65点
浦幌町 １級 座標変換   41点
豊頃町 ２級 座標変換   143点
帯広市 ３級 座標変換   54点
音更町
小清水町
芽室町
士幌町
中札内村

北海道 豊頃町 H17.10.8 河川管理 ３級 基準点   33点 帯広開発建設部 (有)旭東測量設計社
H17.12.15

北海道 幕別町 H17.10.12 河川管理 ３級 基準点   12点 帯広開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)
H17.11.30

北海道 帯広市 H17.10.24 河川管理 ３級 基準点   10点 帯広開発建設部 東武計画(株)
中札内村 H17.12.21

北海道 松前町 H17.10.17 河川計画 ２級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)シン技術コンサル
H18.3.20 ３級 基準点   5点

北海道 知内町 H17.7.19 その他 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 北日本技研(株)
H18.1.20

北海道 猿払村 H17.12.28 計画 ２級 基準点   5点 稚内開発建設部 北海道測量事業協同組合
H18.1.10

北海道 浦幌町 H18.1.23 計画 ２級 基準点   5点
帯広開発建設部広尾道路
事務所

平田技術コンサルタント
(株)

H18.2.28 ３級 基準点   5点
北海道 稚内市 H17.11.18 急傾斜地調査 ３級 基準点   2点 北海道稚内土木現業所 共和コンサルタント(株)

H18.2.20
北海道 北海道 H18.4.1 宅地開発 １級 基準点   6点 音更町 東和工研(株)

H18.7.31
北海道 白老町 H17.12.16 砂防計画 １級 基準点   4点 白老町 (株)タナカコンサルタント

H18.3.15 ３級 基準点   7点
北海道 南幌町 H17.5.10 ほ場整備 ３級 基準点   20点 北海道空知支庁 ロイヤルコンサルタント

H17.8.10 8000 撮　影 4.0㎢
1000 数値図化 1.9㎢

北海道 美幌町 H17.8.30 道路計画 ３級 基準点   3点
網走開発建設部網走道路
事務所

大起コンサルタント(株)

H18.3.23
北海道 札幌市 H18.1.19 砂防計画 2500 数値図化 58.5㎢ 石狩川開発建設部 日測技研(株)

H18.3.24
北海道 瀬棚町 H17.12.13 道路管理 ２級 基準点   2点 北海道渡島支庁 北王設計コンサルタント

H18.3.20 ３級 基準点   1点
４級 基準点   5点

北海道 音更町 H18.6.9 土地区画整理 １級 座標変換   1点
音更町すずらん台土地区画
整理組合

(株)ズコーシャ

H18.6.30 ２級 座標変換   7点
３級 座標変換   15点

北海道 浦河町 H17.6.27 その他 １級 座標変換   5点 北海道胆振支庁 (株)桜井測量
H17.12.20 ３級 座標変換   11点

北海道 歌登町 H17.8.12 計画 １級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 北陽測量設計(株)
H17.8.30 ３級 基準点   4点

北海道 美幌町 H16.10.7 道路用地 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)シビテック
H17.3.25 ３級 基準点   4点

北海道 白滝村 H17.10.3 砂防計画 １級 基準点   3点 北海道網走支庁
(株)北海道技術コンサルタ
ント

H17.10.31 ３級 基準点   6点
北海道 津別町 H16.11.1 道路用地 １級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)帝国設計事務所

H17.3.18 ３級 基準点   2点
北海道 端野町 H17.11.1 道路計画 １級 基準点   1点 網走開発建設部 朝日航洋(株)

H18.3.24 ２級 基準点   2点
３級 基準点   20点

1000 数値図化 3.6㎢
北海道 函館市 H17.11.26 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道函館土木現業所 北海道キング設計(株)

H18.1.30
北海道 岩見沢市 H18.5.9 河川計画 ２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 開成コンサルタント(株)

H18.7.31
北海道 斜里町 H18.5.8 道路用地 １級 基準点   3点 北海道網走支庁 サン技術コンサルタント

H18.7.31 ３級 基準点   6点
北海道 大野町 H17.5.30 土地改良 ２級 基準点   8点 北海道渡島支庁 (株)竹田測量設計

H17.11.15
北海道 美唄市 H17.6.8 道路用地 ２級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)山調住建コンサルタン

H17.10.17

北海道 美瑛町 H17.6.8 道路計画 ２級 基準点   3点
旭川開発建設部旭川道路
事務所

東光コンサルタント(株)

H18.3.17
北海道 苫小牧市 H17.8.1 道路台帳 ２級 基準点   5点 室蘭開発建設部 沼田測量設計(株)

H17.10.7
北海道 三笠市 H17.8.19 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)開発調査研究所

H18.3.20 ３級 基準点   4点
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北海道 蘭越町 H17.9.1 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道後志支庁 (株)シー・イー・サービス
H17.9.15

北海道 美唄市 H17.9.20 道路計画 ２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 ダイシン設計(株)
H17.12.26 ３級 基準点   3点

北海道 美唄市 H17.10.5 道路計画 ２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 嵯峨測量設計(株)
H18.1.16

北海道 穂別町 H17.10.4 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道室蘭土木現業所 (株)ドーコン
H18.3.1

北海道 美唄市 H17.10.19 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道石狩支庁 北海道土木設計(株)
H17.11.30 ３級 基準点   2点

北海道 三笠市 H17.11.28 道路計画 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 パブリックコンサルタント
H17.12.25 ３級 基準点   8点

北海道 岩見沢市 H17.12.13 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)ドーコン
H18.3.20

北海道 砂川市 H17.5.11 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)シー・イー・サービス
H17.12.20 ２級 座標変換   2点

北海道 美唄市 H18.4.19 道路用地 ３級 基準点   8点 北海道石狩支庁 (株)モリ技術コンサル
浦臼町 H18.7.30

北海道 風連町 H17.6.10 土地改良 ２級 基準点   53点 北海道上川支庁 (株)ランドプランニング
H17.8.10

北海道 音更町 H17.7.21 計画 ２級 座標変換   2点 北海道十勝支庁 (株)アイネス
H18.1.20 ３級 基準点   2点

北海道 美幌町 H17.8.19 道路用地 １級 基準点   4点 北海道網走支庁 大起コンサルタント(株)
H17.9.30 ３級 基準点   3点

北海道 佐呂間町 H17.9.20 河川用地 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 大起コンサルタント(株)
H18.3.30 ３級 基準点   5点

北海道 大野町 H17.10.7 道路計画 ２級 基準点   1点 大野町 和光技研(株)
H17.12.20 ３級 基準点   1点

北海道 滝上町 H17.10.25 河川用地 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)大道測量設計
H17.12.22 ３級 基準点   3点

４級 基準点   3点
北海道 鷹栖町 H17.6.11 土地改良 ２級 基準点   1点 北海道上川支庁 旭川設計測量(株)

H18.2.15 ３級 基準点   28点
北海道 共和町 H17.6.28 道路計画 ２級 基準点   1点 共和町 (株)シー・イー・サービス

H17.8.30 ３級 基準点   7点
北海道 北見市 H17.9.20 道路用地 １級 基準点   3点 北海道網走支庁 北見設計測量(株)

端野町 H18.3.15 ３級 基準点   7点
４級 基準点   24点

北海道 雄武町 H17.10.19 道路計画 ２級 基準点   2点 網走開発建設部 (株)ムラコシ
H18.1.26

北海道 せたな町 H17.10.14 道路計画 ２級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)虎ノ門コンサルタンツ
H18.3.20 ３級 基準点   1点

４級 基準点   15点
北海道 雄武町 H17.12.15 道路計画 １級 基準点   2点 網走開発建設部 (株)ドボク管理

H18.3.15 ３級 基準点   2点
北海道 中札内村 H17.9.8 改良 １級 基準点   5点 帯広開発建設部 (株)三祐コンサルタンツ

H17.10.28
北海道 中札内村 H17.9.8 改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 北王コンサルタント(株)

H17.11.4
北海道 中札内村 H17.9.8 改良 １級 基準点   3点 留萌開発建設部 (株)イーエス総合研究所

H17.11.11

北海道 更別村 H17.8.9 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部
北海道農業土木コンサル
タント(株)

H17.11.4

北海道 更別村 H17.8.9 土地改良 １級 基準点   5点 帯広開発建設部
北海道農業土木コンサル
タント(株)

H17.10.28
北海道 更別村 H17.9.7 土地改良 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 (株)ズコーシャ

H17.12.13
北海道 更別村 H17.9.7 土地改良 １級 基準点   5点 帯広開発建設部 太陽コンサルタンツ(株)

H17.11.11
北海道 更別村 H17.9.21 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)アルト技研

H17.11.18
北海道 更別村 H17.9.21 土地改良 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 サンスイコンサルタント(株)

H17.11.4
北海道 更別村 H17.9.21 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)三祐コンサルタンツ

H17.11.11
北海道 更別村 H17.9.21 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 冨洋設計(株)

H17.11.30
北海道 中札内村 H17.10.24 土地改良 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 (株)三祐コンサルタンツ

H17.12.9

北海道 中札内村 H17.10.24 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部
北海道農業土木コンサル
タント(株)

H17.12.13
北海道 中札内村 H17.10.24 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)アルト技研

H17.12.20
北海道 更別村 H17.11.8 改良 １級 基準点   6点 帯広開発建設部 北王コンサルタント(株)

H17.12.20

－214－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

北海道 更別村 H17.11.22 土地改良 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 (株)北海道朝日航洋
H18.2.15

北海道 帯広市 H18.1.16 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道十勝支庁 (有)新東測量設計社
H18.1.30

北海道 新得町 H17.5.23 計画 ２級 水　準  41.0Km 帯広開発建設部 丸菱測量設計(株)
H17.10.30

北海道 余市町 H17.4.21 道路計画 ２級 基準点   5点
小樽開発建設部小樽道路
事務所

大西測量設計(株)

H17.12.15 ３級 基準点   3点
北海道 幕別町 H17.6.17 道路用地 ２級 基準点   1点 帯広開発建設部 (有)石丸測量社

H17.8.5

北海道 足寄町 H17.9.20 その他 １級 基準点   2点
(独)緑資源機構北海道地方
建設部

(株)ホクリンコンサルタント

H17.12.16 ２級 基準点   2点
北海道 幕別町 H17.10.19 河川計画 ２級 基準点   2点 幕別町 北王コンサルタント(株)

H18.1.31
北海道 雄武町 H17.11.16 ダム計画 ３級 水　準   12点 網走開発建設部 益村測量設計(株)

H17.11.30
北海道 富良野市 H17.11.8 基準点移設 ２級 基準点   1点 旭川開発建設部 三共測量コンサルタント

H17.12.28 ２級 水　準   1点
北海道 幕別町 H17.6.29 その他 １級 座標変換   2点 北海道　　十勝支庁 (有)松田測量設計事務所

H17.7.20 ２級 座標変換   1点
３級 座標変換   8点

北海道 幕別町 H17.6.30 その他 １級 座標変換   2点 北海道十勝支庁 (有)堀内測量事務所
H17.8.30 ２級 座標変換   1点

３級 座標変換   8点
北海道 七飯町 H17.10.11 土地改良 １級 基準点   2点 函館開発建設部 サンスイコンサルタント(株)

H17.11.15 ３級 基準点   4点
北海道 羅臼町 H17.10.11 その他 ３級 基準点   4点 北海道釧路支庁 (株)シー・イー・サービス

H17.12.20
北海道 今金町 H17.11.8 計画 ２級 水　準  17.6Km 函館開発建設部 日測技研(株)

H17.12.13

北海道 様似町 H17.11.30 道路用地 ２級 基準点   2点
室蘭開発建設部浦河道路
事務所

平田技術コンサルタント
(株)

H17.12.15 ３級 基準点   3点
北海道 室蘭市 H17.12.28 港湾計画 １級 水　準  15.8Km 室蘭開発建設部 道建コンサルタント(株)

白老町 H18.1.30
浦河町
えりも町
三石町
様似町

北海道 名寄市 H18.5.10 土地改良 1000 数値図化 2.5㎢ 北海道上川支庁 北海航測(株)
H18.7.31

北海道 豊頃町 H18.7.10 道路用地 １級 基準点   2点 北海道十勝支庁 高橋測量設計(株)
H18.8.30

北海道 名寄市 H17.8.2 その他 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 262.0㎢ 名寄市 (株)ジーアイエス北海道
H18.1.20 2500 数値図化 67.0㎢

北海道 朝日町 H17.8.4 その他 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 187.2㎢ 朝日町 (株)ジーアイエス北海道
H18.1.20 2500 数値図化 20.3㎢

北海道 幌加内町 H17.8.15 道路計画 １級 基準点   4点 札幌開発建設部 (株)ドボク管理
H17.9.8 ３級 基準点   4点

北海道 喜茂別町 H17.8.22 河川計画 １級 基準点   2点 北海道後志支庁 和光技研(株)
H17.11.30 ３級 基準点   15点

北海道 当別町 H18.4.28 土地改良 8000 カラー撮影 71.8㎢ 北海道石狩支庁 北海航測(株)
新篠津村 H18.8.21 簡級 水　準  39.8Km
札幌市 1000 空　三   60Ｍ
月形町 1000 数値図化 10.9㎢

北海道 喜茂別町 H18.5.25 道路計画 ３級 基準点   2点 喜茂別町 パブリックコンサルタント
H18.7.31

北海道 標津町 H18.6.22 道路管理 ２級 基準点   1点 北海道釧路支庁 新生測量設計(株)
H18.7.30

北海道 幕別町 H18.7.20 その他 ３級 基準点   1点 幕別町 (株)ズコーシャ
H18.8.4

北海道 雄武町 H17.10.11 ダム計画 １級 基準点   3点 網走開発建設部 益村測量設計(株)
H17.11.30 ２級 基準点   3点

３級 基準点   10点
北海道 中標津町 H18.5.10 道路計画 ３級 基準点   10点 中標津町 (株)津村測量設計

H18.8.20 路　線  9.1Km
北海道 厚真町 H17.6.24 改良 ２級 基準点   4点 北海道胆振支庁 (株)帝国設計事務所

H17.9.12 ３級 基準点   25点
２級 座標変換   2点
３級 座標変換   1点

北海道 厚真町 H18.7.12 ほ場整備 ３級 基準点   18点 北海道胆振支庁 (有)苫小牧測量社
H18.9.20

北海道 小樽市 H17.11.1 その他 ３級 基準点   1点 北海道小樽土木現業所 (株)ホクスイ設計コンサル
H17.12.20

北海道 上ノ国町 H18.5.1 道路用地 ３級 基準点   5点 北海道渡島支庁 (株)東鵬開発
H18.8.31
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北海道 津別町 H18.6.12 道路台帳 １級 基準点   4点 網走開発建設部
太平洋総合コンサルタント
(株)

H18.9.26 ２級 基準点   7点
北海道 旭川市 H18.6.1 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道旭川土木現業所 (株)ネクシス光洋

H18.8.28
北海道 厚沢部町 H18.6.12 河川計画 ２級 基準点   5点 北海道渡島支庁 北海道キング設計(株)

H18.12.20 ３級 基準点   6点
北海道 東神楽町 H17.7.15 用水路計画 ２級 水　準  6.4Km 北海道旭川土木現業所 (株)エーティック

H17.12.20 ３級 水　準  3.8Km
北海道 壮瞥町 H17.12.28 計画 航空レーザ 1.0㎢ 室蘭道路事務所 (株)構造技研

H18.3.10
北海道 古平町 H18.5.29 道路用地 １級 基準点   2点 北海道後志支庁 (株)泰康測量

H18.7.31 ２級 基準点   1点
３級 基準点   2点

北海道 八雲町 H18.6.9 道路計画 ２級 基準点   3点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合
H18.9.25 ３級 基準点   8点

北海道 松前町 H18.6.6 用地測量 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 (株)玉川測量設計事務所
H18.7.27

北海道 小樽市 H17.6.23 港湾計画 ２級 基準点   8点
小樽開発建設部小樽港湾
事務所

北海道調査測量(株)

H17.8.31 ３級 水　準  9.2Km
北海道 福島町 H18.8.3 地すべり対策 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)南木測量設計事務所

H18.8.30 ３級 基準点   1点
北海道 夕張市 H18.5.22 道路計画 １級 基準点   5点 札幌開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

三笠市 H18.7.24 ３級 基準点   4点
芦別市

北海道 遠軽町 H18.7.3 道路台帳 ２級 基準点   3点 網走開発建設部 (株)ズコーシャ
H18.11.20

北海道 別海町 H18.4.27 土地改良 ２級 基準点   2点 釧路開発建設部 (株)小出コンサルタント
H18.7.31

北海道 鶴居村 H18.6.15 道路計画 ３級 基準点   6点 北海道釧路支庁 (株)アイネス
H18.9.20 ３級 座標変換   2点

北海道 訓子府町 H18.6.12 道路計画 １級 基準点   3点 北海道網走支庁 (株)カワムラ
H18.9.30 ３級 基準点   3点

路　線  0.7Km

北海道 別海町 H18.7.10 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁
(株)アルファ水工コンサル
タンツ

H18.8.31
北海道 せたな町 H18.8.1 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (有)北斗測量設計

H18.11.30
北海道 上ノ国町 H18.6.1 道路用地 ２級 基準点   5点 函館開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H18.8.31
北海道 厚沢部町 H18.6.14 道路用地 ２級 基準点   4点 函館開発建設部 (株)竹田測量設計

H18.7.7
北海道 滝上町 H18.7.1 道路台帳 １級 基準点   4点 網走開発建設部 益村測量設計(株)

H18.11.27 ２級 基準点   7点
４級 基準点   85点

北海道 小清水町 H18.8.10 道路台帳 １級 基準点   3点 網走開発建設部 平田技術コンサルタント
H18.11.13 ３級 基準点   6点

北海道 標茶町 H18.8.9 道路用地 ３級 基準点   2点 釧路開発建設部 (有)サノ測量設計社
H18.9.15

北海道 新得町 H18.5.8 土地改良 ３級 基準点   4点 北海道十勝支庁 平田技術コンサルタント
H18.6.30

北海道 中頓別町 H18.6.2 道路台帳 ３級 基準点   8点 稚内開発建設部 (株)富士建設コンサル
H18.9.14

北海道 せたな町 H18.5.23 道路用地 ２級 座標変換   1点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合
H18.10.12 ３級 座標変換   7点

北海道 南富良野 H18.6.28 河川管理 ３級 基準点   9点 旭川開発建設部 荒木測量設計(株)
H18.9.28 ４級 基準点   31点

２級 座標変換   1点
北海道 札幌市 H18.6.27 河川管理 ３級 基準点   4点 北海道石狩支庁 新生測量設計(株)

H18.9.29
北海道 大空町 H18.7.10 道路台帳 １級 基準点   3点 網走開発建設部 (株)山腰測量設計事務所

H18.10.11 ２級 基準点   6点
北海道 増毛町 H18.6.16 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道留萌土木現業所 小杉測量設計(株)

H18.9.20
北海道 福島町 H18.8.16 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 月館測量設計(株)

H18.8.16
北海道 八雲町 H18.6.29 土地改良 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)岡田測量事務所

H18.9.28 ３級 基準点   3点
北海道 福島町 H18.8.28 道路用地 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)

H18.11.30
北海道 古平町 H18.7.7 河川計画 ２級 基準点   2点 北海道後志支庁 植田測量(株)

H18.7.28 ３級 基準点   1点
北海道 旭川市 H18.5.12 浸水想定区域図 10000 カラー撮影 76.2㎢ 北海道上川支庁 (株)日興ジオテック

鷹栖町 H18.12.20 2500 空　三   40Ｍ
2500 数値図化 38.0㎢

－216－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

北海道 鹿追町 H18.6.15 ほ場整備 5000 数値図化 30.0㎢ 帯広開発建設部 北海航測(株)
音更町 H18.6.15 5000 空　三   10Ｍ

北海道 札幌市 H18.6.12 河川管理 ３級 基準点   9点 北海道石狩支庁 和光技研(株)
H18.9.29

北海道 占冠村 H18.7.3 道路用地 １級 基準点   1点 旭川開発建設部
(株)アサヒ建設コンサルタ
ント

H18.10.12 ３級 基準点   4点
北海道 広尾町 H18.7.10 河川用地 ３級 基準点   4点 北海道十勝支庁 新和測量(株)

H18.7.10
北海道 南富良野 H18.7.28 河川管理 ３級 基準点   8点 旭川開発建設部 (株)ネクシス光洋

H18.10.20
北海道 函館市 H18.7.25 土地改良 ３級 基準点   13点 北海道渡島支庁 (株)竹田測量設計

H18.10.2
北海道 興部町 H18.7.14 土地改良 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 石井測量設計(株)

H18.9.26 ３級 基準点   6点
北海道 函館市 H18.8.1 港湾計画 ３級 基準点   1点 函館開発建設部 (株)測土開発

H18.9.26
北海道 北斗市 H18.8.14 河川計画 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)ノース技研

H18.11.30 ３級 基準点   9点
北海道 せたな町 H18.8.3 地すべり対策 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 西武測量(株)

H18.10.10 ３級 基準点   4点
北海道 森町 H18.8.21 砂防計画 ２級 基準点   3点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

H18.12.20 ３級 基準点   6点
北海道 津別町 H18.8.25 河川管理 ２級 基準点   3点 網走開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H18.11.27
北海道 安平町 H18.7.31 道路計画 ３級 基準点   1点 安平町 (株)タナカコンサルタント

H18.10.10
北海道 森町 H17.11.9 海岸保全 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研

H18.3.20
北海道 士幌町 H18.5.30 道路計画 12500 カラー撮影 30.2㎢ 帯広開発建設部 国際航業(株)

H18.10.2 2500 数値図化 14.4㎢
北海道 函館市 H18.7.20 農地開発 ３級 基準点   3点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

七飯町 H18.10.2
北海道 浜頓別町 H18.8.1 道路台帳 ２級 基準点   4点 稚内開発建設部 北裕建設コンサルタント

H18.10.12
北海道 せたな町 H18.8.14 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 日鉄鉱コンサルタント(株)

H19.2.20 ３級 基準点   7点
北海道 ニセコ町 H18.6.6 河川計画 ３級 基準点   27点 北海道後志支庁 北海道キング設計(株)

H18.6.6
北海道 豊頃町 H18.6.7 河川管理 ３級 基準点   18点 帯広開発建設部 (株)土木技術コンサルタン

H18.11.6
北海道 ニセコ町 H18.6.6 河川計画 ３級 基準点   17点 北海道後志支庁 (株)開発調査研究所

H18.10.2

北海道 富良野市 H18.6.20 河川計画 ２級 基準点   3点 北海道上川支庁
(株)サッポロ・エンジニ
ヤーズ

H19.3.20 ３級 基準点   7点
北海道 知内町 H18.6.19 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 臥牛測量設計(株)

H18.11.10
北海道 寿都町 H18.7.13 漁港改良工事 ２級 基準点   3点 北海道後志支庁 明成コンサルタント(株)

H18.9.29 ３級 基準点   2点
北海道 函館市 H18.7.28 土地改良 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (有)皆川測量事務所

H18.10.10 ３級 基準点   3点
北海道 別海町 H18.8.29 農地開発 ３級 基準点   3点 釧路開発建設部 (株)プラテック

H18.10.12
北海道 浜頓別町 H18.6.12 道路用地 ３級 基準点   9点 稚内開発建設部 北陽測量設計(株)

H18.7.7
北海道 紋別市 H18.7.18 道路台帳 ２級 基準点   2点 網走開発建設部 櫻井測量設計(株)

H18.10.20
北海道 千歳市 H18.8.1 都市計画 ３級 基準点   2点 千歳市 (有)今井測量設計

H18.8.1 ４級 基準点   7点
北海道 北斗市 H18.8.29 道路計画 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 アース測量設計(株)

H18.10.16
北海道 せたな町 H18.9.6 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)薄田測量設計事務所

H18.11.30 ３級 基準点   2点
北海道 根室市 H18.8.23 道路用地 １級 基準点   2点 釧路開発建設部 岩浅測量設計(有)

H18.10.12 ２級 基準点   8点
３級 基準点   5点

北海道 中標津町 H18.5.29 道路計画 ２級 基準点   2点
釧路開発建設部中標津道
路事務所

(株)開発工営社

H18.8.29 ４級 基準点   8点
北海道 天塩町 H18.6.3 道路計画 ３級 基準点   3点 留萌開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.20 東光コンサルタント(株)
北海道 天塩町 H18.5.17 道路計画 ３級 基準点   2点 留萌開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.20 五大建設コンサルタント
北海道 訓子府町 H18.8.1 河川用地 ２級 基準点   7点 網走開発建設部 (株)アラソフトウェア

H19.1.18
北海道 新得町 H18.8.4 道路用地 ２級 基準点   19点 北海道十勝支庁 (財)林野弘済会

H18.10.30
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北海道 知内町 H18.7.3 道路用地 ２級 基準点   4点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合
福島町 H18.7.3

北海道 当別町 H18.7.24 開拓財産測量調査 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)矢本測量
H18.9.10

北海道 函館市 H18.7.28 土地改良 ３級 基準点   6点 北海道渡島支庁 (有)中沢測量
H18.10.23

北海道 今金町 H18.8.14 河川計画 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研
H18.11.20 ３級 基準点   2点

北海道 函館市 H18.9.4 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)
H18.11.30

北海道 足寄町 H17.4.22 土地改良 ２級 座標変換   1点 北海道十勝支庁 (株)Ｆサーベイ
H17.7.20 ３級 座標変換   6点

地籍図根 座標変換   1点
北海道 本別町 H17.6.2 土地改良 ２級 座標変換   1点 北海道十勝支庁 新和測量(株)

H17.7.8 ３級 座標変換   3点
北海道 礼文町 H18.6.26 道路用地 １級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 (株)ズコーシャ

H18.10.10
北海道 函館市 H18.7.26 道路用地 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.26
北海道 浜頓別町 H18.8.10 道路台帳 ３級 基準点   4点 稚内開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.11.9
北海道 北斗市 H18.8.23 道路計画 ２級 基準点   3点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.11.6
北海道 雄武町 H18.8.31 道路用地 ２級 基準点   1点 網走開発建設部 益村測量設計(株)

H18.10.30
北海道 厚沢部町 H18.9.5 道路計画 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 北海道キング設計(株)

H18.10.31
北海道 八雲町 H18.9.20 道路用地 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所

H18.12.20 ３級 基準点   2点

北海道 雄武町 H18.7.28 港湾計画 ３級 基準点   2点
網走開発建設部紋別港湾
事務所

石井測量設計(株)

H18.10.31
北海道 八雲町 H18.9.19 水産施設用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (有)木田測量設計事務所

H18.10.30 ３級 基準点   1点
北海道 幌加内町 H18.9.19 道路用地 ２級 基準点   2点 札幌開発建設部 (株)東亜エンジニアリング

H18.10.31 ３級 基準点   2点
北海道 江差町 H18.10.16 地すべり対策 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 道南測量設計(株)

H18.11.30 ３級 基準点   1点
北海道 千歳市 H18.3.18 都市計画 ３級 基準点   5点 千歳市 (有)坂口測量

H19.1.15 ４級 基準点   32点
北海道 枝幸町 H18.6.1 森林計画 20000 撮　影 2288.0㎢ 北海道 北海道航空(株)

雄武町 H18.11.22 東北測量(株)
中川町
音威子府
美深町
名寄市
下川町
愛別町
当麻町
旭川市
東川町
岩内町
共和町
倶知安町
蘭越町
ニセコ町
寿都町
黒松内町
豊浦町
長万部町

北海道 栗山町 H18.6.21 河川計画 ３級 基準点   10点 北海道石狩支庁 (株)田宮設計事務所
H18.10.30

北海道 興部町 H18.8.21 道路台帳 ２級 基準点   5点 網走開発建設部 (株)タナカコンサルタント
H19.1.31 北海道測量事業協同組合

北海道 乙部町 H18.8.21 道路用地 ２級 基準点   4点 函館開発建設部 (株)薄田測量設計事務所
H18.10.23

北海道 森町 H18.8.22 道路用地 ２級 基準点   2点 函館開発建設部 (株)南木測量設計事務所
H18.10.18

北海道 旭川市 H18.9.20 道路管理 ２級 基準点   1点 旭川市 (有)和光測量
H18.11.16

北海道 函館市 H18.9.6 地すべり対策 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研
H18.11.10 ３級 基準点   1点

北海道 標津町 H18.9.29 河川管理 １級 基準点   3点
釧路開発建設部釧路河川
事務所

太平洋総合コンサルタント
(株)

H18.12.7
北海道 釧路市 H18.10.12 道路用地 ３級 基準点   4点 釧路開発建設部 (有)金子設計事務所

H18.11.20
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北海道 寿都町 H18.8.1 道路用地 ２級 基準点   1点 北海道後志支庁 新和測量(株)
H18.9.29

北海道 遠軽町 H18.7.31 道路計画 ２級 座標変換   2点 北海道網走支庁 北海道キング設計(株)
H18.8.30 ３級 基準点   1点

北海道 秩父別町 H18.7.31 道路台帳 ３級 基準点   6点 札幌開発建設部 (株)ユニオン・コンサルタン
H18.8.31

北海道 豊頃町 H18.6.15 河川管理 ２級 基準点   1点 帯広開発建設部 東和工研(株)
H18.11.20 ３級 基準点   29点 北海道測量事業協同組合

北海道 苫小牧市 H18.7.11 道路用地 ２級 基準点   3点 室蘭開発建設部 建基コンサルタント(株)
H18.10.18 北海道測量事業協同組合

北海道 真狩村 H18.7.25 河川計画 ２級 基準点   16点 北海道後志支庁 ダイシン設計(株)
ニセコ町 H18.8.31 ３級 基準点   22点

北海道 江別市 H18.8.25 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 嵯峨測量設計(株)
H18.11.30

北海道 乙部町 H18.9.29 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁
(株)ケーエッチアイ札幌一
般測量

H18.10.10
北海道 余市町 H18.9.8 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道後志支庁 (株)みずほ栄設計

H18.11.30
北海道 士別市 H18.6.30 道路台帳 ２級 基準点   2点 旭川開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.12.4 ３級 基準点   9点 (株)富士建設コンサル
北海道 釧路市 H18.7.31 道路計画 ３級 基準点   4点 釧路市 ダイシン設計(株)

H18.8.31
北海道 蘭越町 H18.6.28 土地改良 ２級 基準点   11点 北海道後志支庁 オオハシコンサルタント

H18.11.6 ３級 基準点   10点
北海道 猿払村 H18.8.8 道路用地 １級 基準点   2点 稚内開発建設部 (株)ズコーシャ

H18.11.30 ２級 基準点   2点
北海道 訓子府町 H18.6.14 道路計画 １級 基準点   7点 網走開発建設部 (株)パスコ

陸別町 H18.12.12 ２級 基準点   12点
３級 水　準  11.5Km

8000 カラー撮影 17.7㎢
1000 空　三   13Ｍ
1000 数値図化 5.0㎢

北海道 根室市 H18.7.6 道路台帳 １級 基準点   1点 釧路開発建設部 (株)ズコーシャ
H18.11.9 ３級 基準点   7点

北海道 稚内市 H18.6.17 農地開発 ２級 基準点   3点 稚内開発建設部
(株)アサヒ建設コンサルタ
ント

H18.11.28 ２級 座標変換   1点

北海道 美瑛町 H18.8.1 道路計画 １級 基準点   4点
旭川開発建設部旭川道路
事務所

(株)アークス山上

旭川市 H18.12.5 ２級 基準点   4点
芦別市

北海道 深川市 H17.10.3 土地改良 ２級 基準点   5点 北海道空知支庁 (株)ルーラルエンジニア
H18.3.20 ３級 基準点   10点

北海道 積丹町 H18.9.1 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道小樽土木現業所 (株)シー・イー・サービス
H18.11.30 路　線  0.5Km

北海道 知内町 H18.9.13 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道渡島支庁 (株)シビテック
H18.10.30

北海道 更別村 H17.9.30 改良 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 (株)フロンティア技研
H18.2.20

北海道 更別村 H17.9.30 改良 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 太陽コンサルタンツ(株)
H17.12.20

北海道 更別村 H17.9.30 改良 ３級 基準点   4点 帯広開発建設部 太陽コンサルタンツ(株)
H17.12.20

北海道 日高町 H18.5.22 災害関連 １級 基準点   2点 日高町 (株)アイネス
H18.8.30

北海道 厚沢部町 H18.6.12 河川計画 ２級 基準点   3点 北海道渡島支庁 北武コンサルタント(株)
H18.12.20 ３級 基準点   4点

北海道 門別町 H17.6.13 道路計画 ２級 基準点   6点
室蘭開発建設部苫小牧道
路事務所

(株)構研エンジニアリング

H17.11.7
北海道 せたな町 H18.6.28 道路用地 ３級 基準点   24点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.11.17
北海道 沼田町 H18.7.12 河川計画 ２級 基準点   1点 北海道石狩支庁 コスモ測量設計(株)

H18.8.30 ３級 基準点   1点

北海道 美唄市 H18.6.7 道路用地 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁
(株)アリヤス設計コンサル
タント

H18.12.12 ３級 基準点   17点
北海道 松前町 H18.7.18 漁港整備 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 道南測量設計(株)

H18.12.20 ３級 基準点   1点
北海道 釧路町 H18.7.29 道路用地 ３級 基準点   7点 釧路開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H18.12.15
北海道 奥尻町 H18.9.25 道路用地 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研

H19.1.30
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北海道 夕張市 H18.8.10 土地改良 8000 カラー撮影 20.1㎢
札幌開発建設部札幌南農
業事務所

北海航測(株)

千歳市 H18.12.8 12500 カラー撮影 435.5㎢
安平町
栗山町
由仁町
長沼町
恵庭市
南幌町
岩見沢市
北広島市

北海道 芦別市 H18.9.21 河川台帳 2500 数値図化 9.7㎢ 石狩川開発建設部 北海道測量事業協同組合
H18.12.11

北海道 八雲町 H18.10.7 砂防計画 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)
H19.1.30 ３級 基準点   2点

北海道 江差町 H18.10.21 道路用地 ３級 基準点   4点
函館開発建設部江差道路
事務所

(株)東鵬開発

H18.12.15
北海道 深川市 H18.11.16 土地改良 ２級 基準点   1点 北海道空知支庁 コスモ測量設計(株)

H18.12.11
北海道 別海町 H18.11.13 土地改良 ３級 基準点   10点 釧路開発建設部 パブリックコンサルタント

H18.11.29
北海道 利尻富士 H17.11.14 道路計画 １級 基準点   1点 北海道宗谷支庁 北海道キング設計(株)

H17.12.15 ２級 基準点   1点
３級 基準点   1点

北海道 中標津町 H18.2.27 道路計画 ３級 基準点   2点
釧路開発建設部中標津道
路事務所

(株)開発工営社

H18.3.27 ４級 基準点   3点

北海道 新篠津村 H18.6.30 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁
(株)よしだ設計コンサルタ
ント

H18.12.20 ４級 基準点   5点
北海道 砂川市 H18.10.4 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 新和測量(株)

H18.12.25
北海道 広尾町 H18.9.13 道路用地 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H19.1.26
北海道 広尾町 H18.9.13 道路用地 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H19.1.26 ３級 基準点   4点

北海道 釧路市 H18.6.27 道路台帳 １級 基準点   3点 釧路開発建設部
太平洋総合コンサルタント
(株)

H18.12.22 ３級 基準点   5点
北海道 上ノ国町 H18.11.10 地すべり対策 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (有)苫小牧測量社

H19.2.20
北海道 北見市 H18.12.5 都市計画 ３級 座標変換   10点 北見市 (株)山腰測量設計事務所

H18.12.20
北海道 蘭越町 H18.5.17 道路計画 8000 カラー撮影 118.0㎢ 小樽開発建設部 (株)八州

寿都町 H18.11.30 簡級 水　準  48.3Km
島牧村 1000 数値図化 2.4㎢
せたな町

北海道 士別市 H18.6.1 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道旭川土木現業所 (株)松村測量設計
H18.12.18

北海道 名寄市 H18.6.21 道路用地 １級 基準点   11点 旭川開発建設部 北海道測量事業協同組合
H19.1.9 ３級 基準点   41点

北海道 占冠村 H18.5.26 道路用地 ３級 基準点   5点 北海道旭川土木現業所 (株)協和コンサルタント
H18.9.11

北海道 旭川市 H18.8.9 河川計画 ２級 基準点   2点 北海道旭川土木現業所 (株)イズム・グリーン
H18.11.20 ３級 基準点   5点

北海道 南富良野 H18.8.3 河川計画 ２級 基準点   39点 旭川開発建設部 荒木測量設計(株)
富良野市 H18.12.25 ２級 水　準  25.3Km
旭川市 ３級 水　準  19.6Km
上川町

北海道 旭川市 H18.9.20 道路用地 ３級 基準点   6点 北海道旭川土木現業所 新栄コンサルタント(株)
H18.12.4

北海道 奥尻町 H18.9.20 道路用地 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)牧野測量
H19.1.30 ３級 基準点   4点

北海道 仁木町 H18.10.10 道路用地 １級 基準点   3点 小樽開発建設部 北海道調査測量(株)
H18.10.23

北海道 奥尻町 H18.10.2 道路計画 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 (株)シビテック
H18.11.30 ３級 基準点   2点

北海道 愛別町 H18.10.17 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道旭川土木現業所 (株)ヒロノ測建
H18.12.4

北海道 厚沢部町 H18.11.9 河川計画 １級 基準点   8点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所
H19.1.30 ３級 基準点   17点

北海道 厚沢部町 H18.11.29 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)測土開発
H19.1.25

北海道 函館市 H18.12.8 港湾計画 ３級 基準点   6点 函館開発建設部 道南測量設計(株)
森町 H19.2.26
江差町
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北海道 長沼町 H18.4.25 土地改良 ３級 基準点   26点 北海道空知支庁 (株)田西設計コンサル
H18.11.10

北海道 白糠町 H17.7.22 道路用地 １級 基準点   3点 釧路開発建設部 (株)小出コンサルタント
H18.1.20

北海道 旭川市 H18.9.26 都市計画 ２級 基準点   1点 旭川市 アトラス・サーベイ(株)
H18.11.10

北海道 松前町 H18.11.13 漁港整備 ３級 基準点   4点 北海道渡島支庁 川端測量設計(株)
H18.12.20

北海道 ニセコ町 H18.9.20 道路用地 ３級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道調査測量(株)
H18.11.30

北海道 上ノ国町 H18.10.30 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)南木測量設計事務所
H19.2.20

北海道 利尻富士 H17.11.14 道路計画 １級 基準点   1点 北海道宗谷支庁 北海道キング設計(株)
H17.12.15 ２級 基準点   1点

３級 基準点   5点
北海道 美唄市 H18.12.21 道路用地 １級 基準点   1点 美唄市 大地コンサルタント(株)

H19.1.31 ２級 基準点   1点
３級 基準点   1点

北海道 帯広市 H18.7.15 砂防計画 １級 基準点   11点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合
H18.11.1

北海道 旭川市 H18.8.10 土地改良 12500 カラー撮影 2338.0㎢ 大雪土地改良区 (株)北海道朝日航洋
美瑛町 H18.12.25
鷹栖町
比布町
愛別町
当麻町
上川町
東神楽町
東川町

北海道 紋別市 H17.8.25 道路計画 １級 基準点   3点 北海道網走支庁 新成設計(株)
H17.10.20 ３級 基準点   7点

北海道 新冠町 H18.9.25 道路計画 ３級 基準点   1点 北海道胆振支庁 (株)東亜エンジニアリング
H18.12.20

北海道 釧路市 H18.7.14
都市再生街区基本
調査

１級 基準点   1点
釧路市昭和土地区画整理
組合

東邦コンサルタント(株)

H18.12.21 ２級 基準点   3点

北海道 千歳市 H18.11.6 街区基本調査 ３級 基準点   6点 北海道石狩支庁
ユニオンデーターシステム
(株)

H18.11.29

北海道 士別市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 北海道旭川土木現業所 旭川設計測量(株)

H19.1.16 ３級 基準点   4点

北海道 砂川市 H18.11.16
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   3点 北海道石狩支庁 イズム・日興共同企業体

赤平市 H18.12.12 ３級 基準点   4点
北海道 釧路市 H18.7.14 道路台帳 ３級 基準点   8点 釧路開発建設部 (株)道測地

H19.1.10
北海道 苫前町 H18.9.20 道路管理 ３級 基準点   3点 留萌開発建設部 (株)ドボク管理

H18.11.17
北海道 新篠津村 H18.10.25 道路用地 ３級 基準点   5点 北海道石狩支庁 サン技研(株)

H19.1.25
北海道 千歳市 H18.10.5 河川計画 ３級 基準点   3点 千歳市 グローバル測建設計(株)

H19.3.16 ４級 基準点   10点

北海道 森町 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   4点 函館開発建設部
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29

北海道 江差町 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   1点 函館開発建設部
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29 ３級 基準点   2点
北海道 小樽市 H18.6.21 街区基準点測量 ２級 基準点   3点 北海道後志支庁 北海道調査測量(株)

岩内町 H18.12.12 ３級 基準点   10点
北海道 岩内町 H18.6.21 街区基準点測量 １級 基準点   5点 岩内町 北海道調査測量(株)

H18.12.12 ２級 基準点   5点
３級 基準点   17点

北海道 小樽市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   20点 北海道後志支庁 スミセキ・ジオテクノ(株)

H19.1.22

北海道 根室市 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   8点 釧路開発建設部 東邦コンサルタント(株)

H18.11.2 ３級 基準点   11点
北海道 釧路市 H18.7.14 街区基本調査 １級 基準点   9点 釧路開発建設部 東邦コンサルタント(株)

H18.12.21 ２級 基準点   1点
北海道 釧路市 H18.7.14 街区基本調査 １級 基準点   1点 釧路開発建設部 山下コンサルタント(株)

H19.1.9 ２級 基準点   4点
３級 基準点   3点

北海道 釧路市 H18.7.14 街区基本調査 １級 基準点   7点 釧路開発建設部 (有)渋谷測量社
H18.12.26 ２級 基準点   1点
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北海道 釧路市 H18.7.14 街区基本調査 ２級 基準点   9点 釧路地方法務局 山下コンサルタント(株)
H19.1.9 ３級 基準点   14点

３級 成果改算   30点
北海道 釧路市 H18.7.14 街区基本調査 ２級 基準点   3点 釧路地方法務局 (有)渋谷測量社

H18.12.26 ３級 基準点   5点
北海道 倶知安町 H18.6.21 街区基本調査 ３級 基準点   3点 倶知安町 北海道調査測量(株)

H18.12.12

北海道 名寄市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

１級 基準点   1点 名寄市 旭川設計測量(株)

H19.1.16

北海道 千歳市 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

道路中心
点

基準点   24点 千歳市
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29

北海道 江差町 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   1点 北海道渡島支庁
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29 ３級 基準点   5点

北海道 士別市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   1点 旭川開発建設部 旭川設計測量(株)

H19.1.16

北海道 赤平市 H18.7.14
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 赤平市 イズム・日興共同企業体

H18.12.12

北海道 幕別町 H18.9.11
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   1点 幕別町 北王コンサルタント(株)

H19.1.12

北海道 幕別町 H18.9.11
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   1点
幕別町札内北栄区画整理
組合

北王コンサルタント(株)

H19.1.12 ３級 基準点   1点

北海道 美瑛町 H18.7.14
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   4点 美瑛町 イズム・日興共同企業体

H18.12.12

北海道 羽幌町 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 羽幌町 旭川設計測量(株)

H19.1.16

北海道 岩見沢市 H18.7.14
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 日測技研(株)

三笠市 H18.12.21 ３級 基準点   14点
美唄市

北海道 岩見沢市 H18.7.14 街区基本調査 ３級 基準点   2点 札幌開発建設部 日測技研(株)
H18.12.21

北海道 芽室町 H18.9.11 街区基本調査 ２級 基準点   18点 芽室町 北王コンサルタント(株)
H19.1.12 ３級 基準点   4点

北海道 室蘭市 H18.6.21 街区基本調査 ３級 基準点   10点 北海道室蘭土木現業所 昭和(株)
H18.12.20

北海道 室蘭市 H18.6.21 街区基本調査 ３級 基準点   3点
室蘭開発建設部室蘭道路
事務所

昭和(株)

H18.12.20
北海道 帯広市 H17.5.13 ほ場整備 ３級 基準点   7点 北海道十勝支庁 (株)田中測量設計

H17.7.29
北海道 中札内村 H17.5.17 土地改良 １級 座標変換   1点 北海道十勝支庁 平田技術コンサルタント

H17.7.22 ２級 座標変換   1点
３級 座標変換   12点

北海道 浜中町 H18.5.24 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 中央測建(株)
H18.7.31

北海道 厚岸町 H17.6.3 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道釧路支庁 (株)中央測研
H17.7.29

北海道 羅臼町 H17.6.3 道路用地 １級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (株)日建エンヂニアリング
H17.8.22

北海道 中標津町 H17.6.3 その他 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (有)サノ測量設計社
H17.8.10

北海道 羅臼町 H17.6.9 道路用地 ２級 基準点   3点 北海道釧路支庁 (有)津村測量
H17.8.10 ３級 基準点   4点

４級 基準点   38点
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北海道 札幌市 H18.6.27 河川管理 25000 カラー撮影 555.5㎢ 石狩川開発建設部 三和航測(株)
江別市 H19.1.10 12500 カラー撮影 1021.6㎢
岩見沢市 2500 数値図化 75.7㎢
美唄市
砂川市
滝川市
深川市
赤平市
芦別市
月形町
浦臼町
奈井江町
新十津川
雨竜町
妹背牛町
北竜町
沼田町
幌加内町
富良野市

北海道 羅臼町 H17.6.15 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)プラテック
H17.8.31 ３級 基準点   1点

北海道 帯広市 H17.6.28 土地改良 ２級 座標変換   1点 北海道十勝支庁 高橋測量設計(株)
H17.10.7 ３級 座標変換   5点

北海道 帯広市 H17.7.9 農道計画 ２級 座標変換   2点 北海道十勝支庁 (有)板橋測量設計事務所
H17.8.31 ３級 座標変換   13点

北海道 新得町 H17.7.21 その他 ２級 座標変換   3点 北海道十勝支庁 (株)若松測量設計
H17.9.30 ３級 座標変換   5点

北海道 小樽市 H18.6.21 街区基本調査 ２級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道調査測量(株)
岩内町 H18.12.12 ３級 基準点   2点

北海道 新得町 H17.8.3 土地改良 ２級 座標変換   3点 北海道十勝支庁 (株)矢本測量
H17.10.20 ３級 座標変換   6点

北海道 根室市 H17.7.30 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)国策測量設計
H17.8.20

北海道 芽室町 H17.8.12 その他 １級 基準点   2点 北海道十勝支庁 新和測量(株)
H17.11.22 ３級 基準点   6点

北海道 小樽市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 小樽開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H19.1.22 ３級 基準点   3点

北海道 厚岸町 H17.9.9 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁
(株)ケーエッチアイ札幌一
般測量

浜中町 H17.11.30
北海道 中標津町 H17.9.13 道路用地 ３級 基準点   12点 北海道釧路支庁 (有)サノ測量設計社

H17.12.20
北海道 新得町 H17.9.30 土地改良 ３級 座標変換   3点 北海道十勝支庁 (有)石丸測量社

H17.12.2

北海道 千歳市 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   3点 札幌開発建設部
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29
北海道 根室市 H17.11.1 その他 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 北海道キング設計(株)

H17.11.30
北海道 室蘭市 H18.6.21 街区基本調査 ２級 基準点   1点 室蘭市 昭和(株)

H18.12.20 ３級 基準点   74点
北海道 釧路市 H17.11.29 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 北海道土木設計(株)

H18.3.20
北海道 新得町 H18.5.24 農道計画 ２級 座標変換   3点 北海道十勝支庁 (有)板橋測量設計事務所

H18.8.7 ３級 基準点   4点
北海道 芽室町 H18.4.21 土地改良 ３級 座標変換   10点 北海道十勝支庁 アラヤ総合設計(株)

H18.7.31 ４級 基準点   15点
北海道 斜里町 H18.7.26 砂防計画 ３級 基準点   1点 北海道網走支庁 益村測量設計(株)

H18.11.30 ４級 基準点   9点
北海道 浦幌町 H18.8.21 港湾計画 ２級 基準点   2点 北海道帯広土木現業所 (有)福岡測量設計事務所

広尾町 H18.11.30 ３級 基準点   2点
３級 水　準  1.0Km

北海道 湧別町 H18.9.7 道路計画 １級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)山腰測量設計事務所
H18.9.7 ３級 基準点   9点

北海道 雄武町 H18.9.8 道路用地 １級 基準点   4点 北海道網走支庁 (株)ナオック
H18.12.10 ３級 基準点   4点

北海道 当別町 H18.11.1 道路計画 ３級 基準点   1点 北海道石狩支庁 (株)小岩測量
H19.1.25 ３級 座標変換   1点

北海道 砂川市 H18.11.7 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 北盟測量(株)
H19.2.5

北海道 標津町 H18.11.3 河川用地 ２級 基準点   2点 釧路開発建設部 山下コンサルタント(株)
H19.2.16

北海道 深川市 H18.10.11 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)シー・イー・サービス
秩父別町 H19.2.20 路　線  0.6Km

北海道 中富良野 H18.11.14 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道上川支庁 メルテックコンサルタント
H19.1.30
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北海道 上ノ国町 H18.11.27 道路計画 ２級 基準点   3点 函館開発建設部 (株)ドボク管理
H19.1.22

北海道 むかわ町 H18.12.25 河川管理 ２級 基準点   1点 北海道胆振支庁 日測技研(株)
H19.3.28

北海道 斜里町 H18.6.26 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)ムラコシ
H19.1.31

北海道 羽幌町 H18.8.9 道路管理 ３級 基準点   3点 留萌開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)
H19.1.26

北海道 森町 H18.11.9 道路用地 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 臥牛測量設計(株)
H19.2.28 ３級 基準点   17点

北海道 下川町 H18.9.21 河川管理 ２級 基準点   5点 旭川開発建設部 (株)測図社
H18.12.11 ２級 水　準   5点

２級 座標変換   35点
３級 座標変換   45点

北海道 根室市 H18.4.21 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)日建エンヂニアリング
H18.7.10

北海道 鶴居村 H18.5.24 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)小出コンサルタント
H18.7.31

北海道 根室市 H18.5.29 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)プラテック
H18.8.21

北海道 厚岸町 H18.5.29 河川計画 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 山下コンサルタント(株)
H18.8.31

北海道 羅臼町 H18.5.29 道路用地 ３級 基準点   4点 北海道釧路支庁 (株)郡土木コンサルタント
H18.8.31

北海道 釧路市 H18.5.26 道路計画 ２級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)構研エンジニアリング
H18.8.10

北海道 釧路市 H18.6.28 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (有)柴田測量社
H18.6.28 ４級 基準点   14点

北海道 岩見沢市 H18.6.29 土地改良 ３級 基準点   36点 空知支庁 (株)創生コンサルタント
H18.12.28

北海道 岩見沢市 H18.6.29 土地改良 ３級 基準点   24点 空知支庁 (株)ルーラルエンジニア
H18.12.18

北海道 岩見沢市 H18.6.29 土地改良 ３級 基準点   10点 北海道空知支庁 (株)東亜エンジニアリング
H18.11.30

北海道 別海町 H17.6.29 道路計画 ３級 基準点   10点 北海道釧路支庁 パブリックコンサルタント
H17.8.15

北海道 七飯町 H18.7.18 土地改良 ３級 基準点   12点 北海道渡島支庁
北海道土地改良事業団体
連合会

H18.8.30
北海道 中標津町 H18.7.26 道路用地 ３級 基準点   4点 北海道釧路支庁 岩浅測量設計(有)

H18.9.20
北海道 羅臼町 H18.7.26 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (有)高橋測量事務所

H18.10.30
北海道 日高町 H18.8.7 道路計画 ２級 基準点   3点 日高町 ダイシン設計(株)

H18.9.8
北海道 常呂町 H18.8.11 道路計画 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)ホクリンコンサルタント

H18.11.30 ３級 基準点   2点
北海道 大樹町 H18.8.21 港湾計画 ２級 基準点   2点 北海道帯広土木現業所 (有)福岡測量設計事務所

H18.11.30 ３級 基準点   2点
３級 水　準  13.0Km

北海道 標茶町 H18.8.17 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (株)シー・イー・サービス
H18.10.30 ３級 基準点   10点

北海道 喜茂別町 H18.9.1 道路計画 ３級 基準点   2点 喜茂別町 和光技研(株)
H18.11.30

北海道 別海町 H18.8.31 道路台帳 ２級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (株)開発調査研究所
H18.11.20 ３級 基準点   4点

北海道 羅臼町 H18.9.14 砂防計画 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (有)金子設計事務所
H18.11.20

北海道 別海町 H17.9.6 道路計画 ３級 基準点   19点 北海道釧路支庁 (株)シー・イー・サービス
H18.1.30 ２級 座標変換   1点

北海道 中標津町 H18.9.15 道路用地 ２級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)松木測量設計
H19.1.19 ３級 基準点   2点

北海道 羅臼町 H18.9.26 河川管理 １級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (株)タナカコンサルタント
H18.11.30 ３級 基準点   1点

北海道 標津町 H18.9.27 道路用地 ２級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (株)道測地
H18.12.11

北海道 奥尻町 H18.10.7 道路用地 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 臥牛測量設計(株)
H19.1.30 ３級 基準点   13点

北海道 鶴居村 H18.10.12 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道釧路支庁
北海道道路エンジニアリン
グ(株)

H18.12.10
北海道 北見市 H18.10.12 道路計画 ２級 基準点   2点 網走開発建設部 (株)ホクリンコンサルタント

H19.1.17

北海道 帯広市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   20点 帯広開発建設部 (株)ズコーシャ

H19.2.6 東和工研(株)
(株)土木技術コンサルタン
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北海道 新ひだか町 H18.6.21 街区基本調査 ２級 基準点   2点 北海道室蘭土木現業所 北洋コンサルタント(株)
H19.1.23

北海道 上ノ国町 H18.11.10 河川計画 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研
H19.2.20 ３級 基準点   5点

北海道 本別町 H18.11.8 道路用地 ２級 基準点   1点 北海道十勝支庁 丸菱測量設計(株)
H19.1.30

北海道 木古内町 H18.11.20 道路計画 ２級 基準点   6点
函館開発建設部函館道路
事務所

月館測量設計(株)

H19.3.26 ３級 基準点   12点

北海道 千歳市 H18.6.21
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 札幌法務局
ユニオン・タケカワ共同企
業体

H18.11.29

北海道 幕別町 H18.9.11
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   3点 北海道十勝支庁 北王コンサルタント(株)

音更町 H19.1.12 ３級 基準点   5点
北海道 別海町 H18.10.27 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)津村測量設計

H19.1.30 ４級 基準点   8点

北海道 帯広市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 北海道十勝支庁 (株)ズコーシャ

H19.1.23 ３級 基準点   3点 (株)土木技術コンサルタン

北海道 洞爺湖町 H18.10.19 道路管理 ３級 基準点   5点 室蘭開発建設部
シバタ技術コンサルタンツ
(株)

H18.12.18
北海道 厚沢部町 H18.12.12 道路用地 １級 基準点   2点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H19.3.6
北海道 根室市 H17.12.1 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道釧路支庁 小林技術コンサルタント

H17.12.28

北海道 長沼町 H18.5.26 土地改良 ３級 基準点   18点 北海道空知支庁
(株)北海道農業建設コン
サルタント

H18.10.27
北海道 別海町 H18.6.14 道路台帳 ３級 基準点   6点 釧路開発建設部 (株)日東測量設計社

H19.1.23 ４級 基準点  3.4Km
北海道 沼田町 H18.9.20 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)ドーコン

H19.1.30
北海道 室蘭市 H18.10.20 道路管理 ３級 基準点   2点 北海道胆振支庁 共和コンサルタント(株)

H19.2.20 ４級 基準点   3点
北海道 長万部町 H18.11.1 道路計画 ２級 基準点   4点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H19.1.17
北海道 八雲町 H18.12.18 公園用地調査 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 北盟測量(株)

H19.2.28
北海道 八雲町 H19.1.20 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 日本データーサービス(株)

H19.2.22 ２級 基準点   1点
３級 基準点   5点

北海道 上ノ国町 H18.4.24 砂防計画 ３級 基準点   6点 北海道函館土木現業所 エイコー技研(株)
H18.12.20

北海道 白老町 H18.6.16 砂防計画 １級 基準点   3点 白老町 (株)タナカコンサルタント
H18.6.16 ３級 基準点   5点

北海道 美深町 H18.7.24 道路計画 20000 カラー撮影 156.6㎢ 旭川開発建設部 (株)パスコ
南富良野 H19.2.15 5000 数値図化 51.5㎢
富良野市 5000 空　三   25Ｍ
名寄市 5000 写真図 46.7㎢
士別市
剣淵町
音威子府

北海道 美深町 H17.8.8 道路計画 8000 カラー撮影 24.5㎢ 旭川開発建設部 (株)パスコ
東神楽町 H18.2.15 12500 カラー撮影 26.5㎢
美瑛町 2500 写測図化 13.0㎢
旭川市 2500 空　三 77.2㎢

芦別市 2500 既成図数値化 27.5㎢

深川市
北海道 苫小牧市 H18.6.21 街区基本調査 街区三角 基準点 61.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)タナカコンサルタント

新ひだか町 H19.1.30 北洋コンサルタント(株)
音更町 北王コンサルタント(株)
幕別町 北海道調査測量(株)

芽室町
ユニオンデーターシステム
(株)

小樽市
(株)タケカワ総合コンサル
タント

岩内町 昭和(株)
倶知安町 東邦コンサルタント(株)
千歳市
江差町
森町
室蘭市
登別市
根室市
厚岸町
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北海道 遠軽町 H18.8.18 道路計画 １級 基準点   1点 網走開発建設部 (株)ドボク管理
H18.8.18 ２級 基準点   14点

４級 基準点   168点
路　線  11.2Km

北海道 津別町 H18.8.11 道路計画 １級 基準点   4点 網走道路事務所 櫻井測量設計(株)
H19.1.8 ２級 基準点   3点

３級 基準点   14点
路　線  3.5Km

北海道 帯広市 H18.7.13 街区基本調査 街区三角 基準点 96.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ズコーシャ
釧路市 H19.2.6 街区多角 基準点 96.0㎢ 東和工研(株)
釧路町 (株)土木技術コンサルタン
士別市 東邦コンサルタント(株)
名寄市 (有)渋谷測量社
羽幌町 (株)郡土木コンサルタント
岩見沢市 山下コンサルタント(株)
三笠市 旭川設計測量(株)
美唄市 東光コンサルタント(株)
赤平市 日測技研(株)
砂川市 (株)イズム・グリーン
美瑛町 (株)日興ジオテック
富良野市 (株)道測テクニス
小樽市 (株)ユニオン・コンサルタント

スミセキ・ジオテクノ(株)
北海道 札幌市 H18.8.4 街区基本調査 街区三角 基準点 161.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)高崎総合コンサルタント

旭川市 H18.11.30 街区多角 基準点 161.2㎢ (株)中田測量
(株)ケイジー技研
サン技術コンサルタント
（株）シン技術コンサル
和光技研(株)
（株）富士建設コンサル

北海道 小樽市 H18.6.21 街区基本調査 ３級 基準点   1点 小樽市 北海道調査測量(株)
H18.12.12

北海道 美幌町 H18.8.26 道路用地 １級 基準点   1点 北海道網走支庁 益村測量設計(株)
滝上町 H19.3.20 ３級 基準点   8点

４級 基準点   37点

北海道 小樽市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   5点 小樽市 スミセキ・ジオテクノ(株)

H19.1.22 ３級 基準点   19点
北海道 増毛町 H18.10.1 道路管理 ３級 基準点   5点 留萌開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.10.31 技研測量設計(株)

北海道 札幌市 H18.10.1
都市再生街区基本
調査

１級 基準点   13点 札幌市 (株)中田測量

H19.2.28 ２級 基準点   18点
北海道 小樽市 H18.7.13 街区基本調査 ２級 基準点   7点 北海道後志支庁 (株)道測テクニス

H19.1.30 ３級 基準点   28点
北海道 小樽市 H18.7.13 街区基本調査 ２級 基準点   3点 小樽市 (株)道測テクニス

H19.1.30 ３級 基準点   14点
北海道 上富良野 H18.10.20 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道上川支庁 北成コンサルタント(株)

H19.2.20 ４級 基準点   6点
北海道 深川市 H18.11.6 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道石狩支庁 北海道キング設計(株)

妹背牛町 H19.2.20
北海道 小樽市 H18.7.13 都市再生街区基本 ２級 基準点   4点 小樽開発建設部 (株)道測テクニス

H19.1.30 ３級 基準点   6点
北海道 遠別町 H18.12.6 漁港管理 ３級 基準点   1点 留萌開発建設部 (株)ユニテック

H18.12.6

北海道 広尾町 H18.12.11 道路計画 １級 基準点   8点
帯広開発建設部広尾道路
事務所

北海道測量事業協同組合

H19.1.20 ２級 基準点   12点
４級 基準点   122点

路　線  11.2Km
1000 平　板 1.1㎢

北海道 苫小牧市 H18.6.21 街区基本調査 ２級 基準点   6点
室蘭開発建設部苫小牧道
路事務所

(株)タナカコンサルタント

H19.1.30 ３級 基準点   10点
北海道 旭川市 H18.9.19 河川計画 ２級 基準点   19点 北海道旭川土木現業所 (株)ネクシス光洋

当麻町 H18.12.20 ２級 水　準  25.0Km

北海道 長沼町 H18.10.2 河川計画 ３級 基準点   8点
石狩川開発建設部千歳川
河川事務所

(株)武田測量設計事務所

H19.2.20
北海道 滝上町 H17.9.20 道路用地 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (財)林野弘済会

H17.11.30 ２級 基準点   1点
３級 基準点   5点

北海道 旭川市 H18.9.15 河川計画 ３級 基準点   3点 北海道上川支庁 旭川設計測量(株)
H19.1.30

北海道 石狩市 H18.10.27 海岸保全 ２級 基準点   10点 北海道石狩支庁 沼田測量設計(株)
H19.1.30
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北海道 長万部町 H18.11.10 道路計画 １級 基準点   3点
函館開発建設部八雲道路
事務所

(株)構造技研

H19.3.20 ３級 基準点   8点

北海道 帯広市 H18.7.13
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   3点 帯広市 (株)ズコーシャ

H19.2.6 ３級 基準点   12点 東和工研(株)
(株)土木技術コンサルタン

北海道 上川町 H18.11.1 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道旭川土木現業所 (株)国策測量設計
H18.12.18

北海道 札幌市 H18.8.24 ダム管理 2500 数値図化 8.3㎢
石狩川開発建設部豊平川
ダム統合管理事務所

日測技研(株)

H19.2.28
北海道 恵庭市 H18.11.22 道路計画 ３級 基準点   9点 北海道石狩支庁 (株)みずほ栄設計

H19.3.22
北海道 松前町 H19.1.16 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 日鉄鉱コンサルタント(株)

H19.3.20 ３級 基準点   1点
北海道 七飯町 H19.1.23 農地開発 １級 基準点   1点 函館開発建設部 (株)ノース技研

函館市 H19.2.20 ３級 基準点   25点
北海道 函館市 H19.2.15 道路管理 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)

H19.3.23
北海道 釧路市 H18.12.26 河川管理 １級 基準点   2点 北海道釧路支庁 (株)小出コンサルタント

H19.3.20
北海道 函館市 H18.11.30 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)

H19.3.20
北海道 留萌市 H18.6.8 雪崩対策 ３級 基準点   3点 北海道留萌支庁 小杉測量設計(株)

H18.8.30 ４級 基準点   10点
北海道 根室市 H18.6.20 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道釧路支庁 北海道キング設計(株)

H18.7.31 ３級 基準点   5点
北海道 遠別町 H18.7.11 道路用地 ３級 基準点   6点 北海道留萌支庁 小杉測量設計(株)

H18.10.20 ４級 基準点   33点
北海道 小平町 H18.6.15 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道留萌支庁 (株)ヒロノ測建

H18.9.20
北海道 広尾町 H18.7.12 港湾計画 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 (株)ズコーシャ

H18.10.24 ３級 基準点   12点

北海道 由仁町 H18.8.1 土地区画整理 ２級 基準点   1点
札幌開発建設部札幌南農
業事務所

アトラス・サーベイ(株)

H18.11.30
北海道 中札内村 H18.8.23 道路用地 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.15 ２級 基準点   1点
北海道 足寄町 H18.8.23 道路台帳 ２級 基準点   5点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.20
北海道 浦幌町 H18.9.12 道路用地 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H18.9.22 ２級 基準点   1点
北海道 苫前町 H18.8.24 海岸保全 ３級 基準点   7点 北海道留萌支庁 平田技術コンサルタント

H18.12.20
北海道 遠別町 H18.9.14 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 (株)ズコーシャ

H18.12.20
北海道 増毛町 H18.9.27 河川用地 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 新栄コンサルタント(株)

H18.10.20
北海道 幌延町 H18.10.4 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道留萌土木現業所 (株)イズム・グリーン

H19.1.31 ４級 基準点   7点
北海道 天塩町 H18.10.12 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 中央測建(株)

H19.1.30
北海道 八雲町 H18.12.11 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)ノース技研

H19.3.20 ３級 基準点   1点
北海道 北斗市 H19.1.18 道路用地 ２級 基準点   3点 函館開発建設部 北成コンサルタント(株)

H19.3.12
北海道 旭川市 H19.1.26 都市計画 2500 座標変換 414.0㎢ 旭川市 (有)ビーインフォー

H19.3.9
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青森県 青森市 H17.9.27 道路台帳 ３級 基準点   4点 青森市 (株)しんとう計測
H18.3.20 ４級 基準点   342点

２級 座標変換   1点
３級 座標変換   70点
500 平　板 0.5㎢

1000 平　板 0.1㎢
青森県 青森市 H17.8.1 固定資産現況調査 5000 カラー撮影 310.0㎢ 青森市 (株)パスコ

H18.3.31 8000 カラー撮影 149.2㎢
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 103.7㎢

青森県 青森市 H17.1.26 地図作成 ４級 基準点   421点 青森地方法務局 青湾測量設計(株)
H18.3.31 500 平　板 1.0㎢

青森県 五戸町 H17.6.23 道路台帳 8000 カラー撮影 86.3㎢ 五戸町 (株)パスコ
H18.3.20 1000 数値図化 6.6㎢

1000
直接定位計
算

  82点

青森県 むつ市 H17.10.1 ２級 座標変換   1点 むつ市 佐藤技術(株)
H18.3.24 ３級 座標変換   1点 (株)興和

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

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

青森県 弘前市 H17.10.1 ２級 座標変換   3点 (株)キタコン
H18.3.24 東北建設コンサルタント

（株）弘測コンサル

青森県 青森市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 65.3㎢
土地・水資源局国土調査
課

高橋・大換・奥羽・経常測
量業務共同企業体

八戸市 H18.3.24 街区多角点 基準点 70.5㎢
キタコン・東北ｺﾝｻﾙ・弘測
ｺﾝｻﾙ測量企業体

弘前市 街区点 基準点 294.5㎢
ｺｻｶ技研・青秋・舘建設ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄ共同企業体

むつ市
佐藤技術・興和・岩沢測量
共同企業体

岩手県 盛岡市 ＴＪＨ共同企業体
宮古市 ワールド測量設計（株）
釜石市 （株）水建技術
北上市 東武計画（株）
水沢市 （株）東開技術

一関市
北陽・藤・西奥羽経常共同
企業体

秋田県 由利本荘市
半沢・本州・センシン共同
企業体

宮城県 仙台市 佐野コンサルタンツ（株）
気仙沼市 河北・佐藤共同企業体
石巻市 （株）三協技術

山形県 山形市 （株）田村測量設計事務所
長井市 新和設計（株）

南陽市
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

青森県 十和田市 H17.7.1 固定資産現況調査 ３級 基準点   2点 十和田市 朝日航洋(株)
H18.3.31 ３級 水　準  6.0Km

8000 カラー撮影 106.1㎢
12500 カラー撮影 688.6㎢

青森県 弘前市 H15.7.14 ダム計画 ２級 水　準  32.6Km (株)キタコン
岩木町 H15.11.30
西目屋村

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

２級 座標変換   2点
青森県 六ヶ所村 H18.5.19 用地測量 ２級 基準点   5点 防衛施設庁仙台防衛施設 佐藤技術(株)

三沢市 H18.9.4 ３級 基準点   5点
３級 座標変換   2点

青森県 鯵ケ沢町 H18.7.27 下水道現況図作成 簡級 水　準  12.6Km 鯵ケ沢町 (株)パスコ
H18.11.30 500 数値図化 0.8㎢

500 座標変換 0.8㎢

青森県 青森市 H17.9.8 鉄道計画 ３級 基準点   37点

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

アジア航測(株)　盛岡支店

H18.3.7 ４級 基準点   146点

青森県 青森市 H18.2.28 鉄道計画 ３級 基準点   31点

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

佐藤技術(株)

蓬田村 H18.8.28

中小企業基盤整備機構青
森事務所

都市再生街区基本
調査

東北地方整備局津軽ダム
工事事務所

測量地域 事業量

都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

青森県 蓬田村 H18.2.28 鉄道計画 ３級 基準点   22点

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

佐藤技術(株)

外ヶ浜町 H18.8.28 ３級 水　準  17.9Km
青森県 つがる市 H18.10.19 道路計画 8000 カラー撮影 12.2㎢ 朝日航洋(株)

鯵ヶ沢町 H18.11.30
青森県 八戸市 H18.9.1 地盤沈下調査 １級 水　準  70.0Km 八戸市 (株)岩沢測量コンサル

H18.12.29

青森県 岩木町 H17.8.10 土地区画整理 ２級 基準点   4点
駒越地区土地区画整理組
合設立発起人会

(株)サン設計

H19.3.30 ３級 基準点   18点
青森県 弘前市 H18.7.18 街区三角点 基準点 119.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)大成コンサル

五所川原市 H18.12.25 街区多角点 基準点 119.2㎢ (株)三和技術
岩手県 花巻市 街区点 基準点 190.0㎢ 東信技術(株)

遠野市 仙東技術(株)
北上市 佐藤技術(株)
久慈市 (株)興和
大槌町 (株)岩沢測量コンサル
山田町 半沢測量設計(株)

宮城県 仙台市 本州測量設計(株)
白石市 (株)センシン技術

秋田県 秋田市 佐野コンサルタンツ(株)
北秋田市 東北測地設計(株)
能代市 (株)阿部測量設計事務所
横手市 東邦測地(有)
湯沢市 (株)八州
大館市 (株)北陽技術コンサルタン
大仙市 藤測量設計(株)

山形県 米沢市 (有)西奥羽測量設計
鶴岡市 創和技術(株)

小川測量設計(株)
小松測量設計(株)

青森県 五所川原市 H18.7.18 街区三角点 基準点 0.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)大成コンサル
弘前市 H18.12.25 街区多角点 基準点 0.4㎢ (株)三和技術

街区点 基準点 21.5㎢ 東信技術(株)
青森県 中泊町 H18.9.5 道路台帳 5000 カラー撮影 20.1㎢ 中泊町 (株)パスコ

H19.3.12 1000 数値図化 0.2㎢
500 数値図化 0.2㎢

1000
直接定位計
算

  50点

青森県 藤崎町 H18.4.6 オルソ画像作成 8000 カラー撮影 37.7㎢ 青森県　　藤崎町 (株)パスコ
H19.3.20 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 37.7㎢

1000
直接定位計
算

  111点

青森県 青森市 H18.4.1 オルソ画像作成 10000 カラー撮影 254.4㎢ 青森市 (株)パスコ

H19.3.31 10000
直接定位計
算

  18点

岩手県 一関市 H18.1.25 文化財調査 ２級 座標変換   4点 一関市 (株)八州
H18.5.25 ３級 基準点   3点

４級 基準点   3点
岩手県 一関市 H17.9.29 道路台帳図作成 簡級 水　準  17.0Km 一関市 第一航業(株)

H18.3.24 8000 カラー撮影 8.2㎢
1000 数値図化 0.7㎢

岩手県 釜石市 H17.9.26 １級 座標変換   8点 釜石市 (株)水建技術
H18.1.13 ２級 座標変換   13点

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

岩手県 八幡平市 H17.11.11 農地開発 2500 数値図化 20.4㎢ 松川土地改良区 アジア航測(株)
H18.3.17

岩手県 平泉町 H17.12.10 道路台帳 簡級 水　準  11.0Km 平泉町 第一航業(株)
H18.3.24 8000 カラー撮影 23.0㎢

1000 数値図化 0.6㎢
1000 空　三   17Ｍ

岩手県 北上市 H14.11.25 ２級 座標変換   4点 東武計画(株)
H17.10.31 ３級 基準点   17点

岩手県 宮古市 H17.10.1 １級 座標変換   1点 宮古市 ワールド測量設計(株)
H18.1.20 ３級 座標変換   1点

岩手県 北上市 H17.9.26 ３級 基準点   7点 北上市 東武計画(株)
H18.1.27

岩手県 田野畑村 H18.2.2 道路計画 1000 数値図化 1.4㎢ 北栄調査設計(株)
H18.3.23

岩手県 岩手町 H18.1.16 都市計画 2500 写測修正 8.0㎢ 岩手町 アジア航測(株)
H18.3.25 2500 既成図数値 8.0㎢

10000 既成図数値 47.4㎢
2500 座標変換 8.0㎢

岩手県 水沢市 H17.10.4 ２級 座標変換   2点 水沢市 (株)東開技術
H18.3.24 ３級 座標変換   14点

岩手県宮古地方振興局岩
泉土木事務所

東北地方整備局青森河川
国道事務所

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

 土地区画整理、座
標変換

北上市黒沢尻西部土地区
画整理組合

都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

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

岩手県 水沢市 H17.10.1 ２級 座標変換   3点 岩手県水沢地方振興局 (株)東開技術
H18.3.24

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

３級 基準点   3点
岩手県 一関市 H17.10.1 ２級 座標変換   1点 一関市 北陽測量設計(株)

H18.3.24 藤測量設計(株)
(有)西奥羽測量設計

岩手県 八幡平市 H17.8.20 砂防基盤図作成 2500 数値図化 4.4㎢ アジア航測(株)
雫石町 H17.11.30 2500 座標変換 4.4㎢

岩手県 大船渡市 H17.11.14 都市計画 10000 カラー撮影 657.0㎢ 大船渡市 (株)パスコ
H18.2.28

岩手県 盛岡市 H17.7.1 総合計画 ３級 水　準  43.0Km 盛岡市 (株)パスコ
H18.3.31 4000 カラー撮影 34.3㎢

500 数値図化 7.8㎢
500 数値図修正 1.3㎢
500 直接定位計算   127点

岩手県 一関市 H18.2.3 総合計画 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 302.3㎢ 一関市 (株)タックエンジニアリング
H18.3.25

岩手県 前沢町 H17.5.20 土地区画整理 ３級 基準点   2点 (株)三洋設計
H18.3.10 ４級 基準点   33点

２級 座標変換   2点
３級 座標変換   8点
４級 座標変換   92点

岩手県 宮古市 H18.1.10 急傾斜地崩壊対策 ３級 基準点   3点 岩手県宮古地方振興局 (株)東開技術
H18.3.30 ４級 基準点   18点

500 平　板 0.1㎢
岩手県 住田町 H17.10.1 用地測量 ３級 基準点   4点 岩手県 （株）北進測量設計

H18.3.31
岩手県 一関市 H17.10.24 道路計画 ３級 基準点   4点 (株)復建技術コンサルタン

H18.2.20
岩手県 岩泉町 H18.2.23 道路計画 1000 数値図化 1.0㎢ 東日本測量設計(株)

H18.3.20
岩手県 北上市 H16.11.16 都市計画 12500 カラー撮影 182.1㎢ 北上市 (株)パスコ

H17.9.30 2500 数値図化 182.1㎢
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 182.1㎢

岩手県 一関市 H18.6.1 河川計画及び管理 ３級 基準点   10点 (株)東開技術
H18.10.2 ４級 基準点   63点

岩手県 宮古市 H15.11.5 砂防基盤図作成 2500 数値図化 180.8㎢ 岩手県 国際航業(株)
二戸市 H16.3.31 2500 写真図 657.4㎢ 東武計画(株)
大槌町 (株)日測
岩泉町 (株)中庭測量コンサルタン

岩手県 滝沢村 H18.6.22 固定資産 10000 数値撮影 225.0㎢ 滝沢村 アジア航測(株)

H18.10.31 1000
直接定位計
算

  691点

岩手県 北上市 H17.3.8 砂防計画 簡級 水　準  52.0Km 岩手県 国際航業(株)
花巻市 H17.7.31 2500 数値図化 205.5㎢ (株)中庭測量コンサルタン
水沢市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 951.9㎢ (株)パスコ
江刺市 2500 空　三   559Ｍ (株)八州
一関市 朝日航洋(株)
釜石市 東武計画(株)
葛巻町 第一航業(株)
雫石町 (株)ナカノアイシステム
岩泉町
前沢町
大東町
東山町

岩手県 矢巾町 H18.10.25 ほ場整備 1000 数値図化 0.6㎢ 矢巾町 (株)タックエンジニアリング
H18.11.10

岩手県 遠野市 H18.8.14 道路計画 ２級 基準点   12点 国際航業(株)
H18.10.22 ３級 水　準  15.6Km 大日コンサルタント(株)

岩手県 紫波町 H18.6.8 都市計画 ３級 基準点   3点 紫波町 (株)タックエンジニアリング
H18.10.30 ２級 座標変換   3点

３級 座標変換   3点
岩手県 大船渡市 H18.6.26 ダム計画 2500 写測図化 2.0㎢ 岩手県大船渡地方振興局 (株)タックエンジニアリング

H18.9.30
岩手県 田野畑村 H18.7.5 道路計画 ４級 水　準  6.6Km アジア航測(株)

H18.10.31 8000 カラー撮影 15.0㎢
1000 数値図化 2.0㎢
1000 空　三   11Ｍ

ﾚｰｻﾞ計測 航空レーザ 2.0㎢

農林水産省東北農政局北
上土地改良調査管理事務

東北地方整備局岩手河川
国道事務所

前沢北地区土地区画整理
組合

東北地方整備局岩手河川
国道事務所
岩手県宮古地方振興局岩
泉土木事務所

東北地方整備局岩手河川
国道事務所

東北地方整備局岩手河川
国道事務所

東北地方整備局三陸国道
事務所

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

岩手県 北上市 H18.5.1 森林計画 20000 撮　影 1196.0㎢ 岩手県 朝日航洋(株)
水沢市 H18.10.31
江刺市
遠野市
陸前高田市
花巻市
奥州市
一関市
住田町

宮城県 気仙沼市

岩手県 遠野市 H18.5.31 道路計画 ２級 基準点   5点
東北地方整備局岩手河川
国道事務所

国際航業(株)盛岡支店

H18.10.31 ３級 基準点   7点
３級 水　準  6.0Km
500 数値図化 5.0㎢

岩手県 奥州市 H18.11.15 ほ場整備 1000 数値図化 0.1㎢ 岩手県県南広域振興局 (株)タックエンジニアリング
H18.12.15 1000 座標変換 0.1㎢

岩手県 盛岡市 H18.5.30
14条第1項地図作
成

４級 基準点   358点 盛岡地方法務局 岩山測量事務所

H19.3.31
岩手県 一関市 H18.10.31 河川管理 2500 数値図化 1.2㎢ 岩手県 (株)ハイマーテック

H18.12.19
岩手県 陸前高田市 H18.8.24 道路計画 １級 基準点   5点 三陸国道事務所 大日本コンサルタント(株)

H18.9.20 ３級 基準点   17点
４級 基準点   64点

岩手県 大船渡市 H18.6.16 下水道台帳 簡級 水　準  5.5Km 大船渡市 アジア航測(株)
H18.12.12 1000 数値図化 3.1㎢

岩手県 大船渡市 H18.6.16 下水道台帳 8000 カラー撮影 43.1㎢ 大船渡市 アジア航測(株)

H18.12.12 1000
直接定位計
算

  39点

岩手県 一関市 H18.7.22 下水道計画 500 数値図化 0.3㎢ 一関市 第一航業(株)
H18.11.18 500 空　三   9Ｍ

岩手県 盛岡市 H18.5.16 ４級 基準点   1点 岩手県企業局 (株)ハイマーテック
H19.1.15

岩手県 金ヶ崎町 H18.9.10 土地改良 ３級 水　準  15.3Km 千貫石土地改良区 第一航業(株)
H19.2.10 8000 カラー撮影 27.8㎢

1000 数値図化 4.8㎢
1000 空　三   16Ｍ

岩手県 花巻市 H18.7.18 都市再生街区基本 街区三角点 基準点 4.6㎢ 仙東技術(株)
遠野市 H18.12.15 街区多角点 基準点 4.6㎢
北上市 街区点 基準点 4.8㎢

岩手県 久慈市 H18.7.18 都市再生街区基本 街区三角点 基準点 2.2㎢ 佐藤技術(株)
大槌町 H18.11.7 街区多角点 基準点 2.2㎢ (株)興和
山田町 街区点 基準点 2.2㎢ (株)岩沢測量コンサル

岩手県 久慈市 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   1点 久慈市 佐藤技術(株)
H18.11.7 ３級 基準点   2点 (株)興和

(株)岩沢測量コンサル
岩手県 大槌町 H18.9.15 地籍調査 １級 基準点   1点 大槌町 佐藤技術(株)

H18.11.7 ２級 基準点   1点 (株)興和
３級 基準点   2点 (株)岩沢測量コンサル

岩手県 山田町 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   1点 山田町 佐藤技術(株)
H18.11.7 ３級 基準点   1点 (株)興和

(株)岩沢測量コンサル
岩手県 矢巾町 H18.4.20 土地区画整理 ３級 基準点   7点 佐藤技術(株)

H19.3.31 ２級 座標変換   3点
３級 座標変換   8点

岩手県 久慈市 H18.9.26 河川管理 2000 写測修正 45.3㎢ 岩手県 (株)ハイマーテック
普代村 H19.3.20
野田村

岩手県 遠野市 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   1点 遠野市 (株)仙東技術
H18.12.15 ３級 基準点   4点

岩手県 陸前高田市 H19.2.15 河川管理 2000 数値図修正 19.0㎢
岩手県大船渡地方振興局
土木部津付ダム建設事務

(株)タックエンジニアリング

住田町 H19.3.20 2000 既成図数値 19.0㎢
岩手県 盛岡市 H18.8.1 土地区画整理 ３級 基準点   16点 盛岡市 (株)パスコ

H19.3.9 ３級 水　準  7.5Km
岩手県 久慈市 H17.9.21 都市計画 2500 写測修正 28.8㎢ 久慈市 (株)パスコ

H19.2.9 2500 既成図数値 7.9㎢
宮城県 栗原市 H17.10.11 土地改良 ３級 基準点   4点 宮城県栗原地方振興事務 (株)渡工測量設計

H18.1.31 ４級 基準点   18点
1000 平　板 0.1㎢

宮城県 仙台市 H17.11.16 河川管理 2500 数値図修正 34.6㎢ 国際航業(株)
名取市 H18.3.10 2500 座標変換 34.6㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 34.6㎢
宮城県 仙台市 H17.10.5 河川管理 ２級 水　準  35.0Km (株)サトー技建

名取市 H18.2.28
宮城県 仙台市 H17.12.27 都市計画 2500 座標変換 159.0㎢ 仙台市 (株)ＧＩＳ仙台

H18.3.31

矢巾町広宮沢第二土地区
画整理組合

土地・水資源局　国土調査
課

土地・水資源局　国土調査
課

ダム管理（地盤変
動調査）

東北地方整備局仙台河川
国道事務所

東北地方整備局仙台河川
国道事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

宮城県 登米市 H17.8.30 農地開発 ２級 基準点   4点 宮城県登米地方振興事務 （株）北光技術
H18.3.17 ４級 基準点   46点

1000 平　板 0.2㎢
宮城県 石巻市 H18.1.5 ほ場整備 ３級 水　準  19.0Km 石巻市 (株)パスコ

H18.3.24 10000 カラー撮影 33.0㎢
5000 写測図化 8.0㎢
5000 座標変換 8.0㎢

宮城県 山元町 H17.7.14 道路改良 ３級 基準点   4点 宮城県仙台土木事務所 ダイワ測量設計(株)
H18.1.31

宮城県 大和町 H17.3.20 土地区画整理 ２級 基準点   4点 (株)国際開発コンサルタン
H19.3.31 ３級 基準点   16点

４級 基準点   318点
宮城県 登米市 H17.6.21 ほ場整備 ２級 基準点   6点 宮城県登米地方振興事務 (株)北振技研

H18.1.31 ３級 基準点   20点
４級 基準点   137点

宮城県 加美町 H18.2.3 ダム計画 2500 写測修正 7.0㎢ 朝日航洋(株)
H18.3.24 2500 既成図数値 7.0㎢

宮城県 石越町 H16.7.9 ほ場整備 ２級 基準点   1点 宮城県迫地方振興事務所 (株)北振技研
H16.9.17 ３級 基準点   11点

４級 基準点 0.2㎢
２級 座標変換   1点

宮城県 登米市 H17.8.30 農地開発 ２級 基準点   9点 (株)丹野測量設計
H18.3.17 ３級 基準点   3点

４級 基準点   99点
２級 座標変換   9点

宮城県 石巻市 H17.8.23 ほ場整備 ２級 基準点   7点 宮城県石巻地方振興事務 岩倉測量設計(株)
H18.3.17 ３級 基準点   29点

４級 基準点   169点
２級 座標変換   6点

2000 平　板 1.2㎢
宮城県 川崎町 H17.7.8 土地改良 ２級 基準点   5点 (有)北日本技研

H18.3.15 ３級 基準点   13点
４級 基準点   70点

2000 平　板 0.3㎢
宮城県 石巻市 H17.7.12 土地改良 ４級 基準点   170点 宮城県石巻地方振興事務 (有)北日本技研

H18.3.17
宮城県 栗原市 H17.9.30 ほ場整備 ２級 基準点   2点 宮城県栗原地方振興事務 岩倉測量設計(株)

H18.3.22 ３級 基準点   29点
４級 基準点   165点
２級 座標変換   7点

2000 平　板 1.2㎢
宮城県 若林区 H18.2.13 道路台帳 500 座標変換 190.6㎢ 仙台市 (株)秋元技術コンサルタン

太白区 H18.3.29
泉区

宮城県 登米市 H17.12.6 ほ場整備 簡級 水　準  7.6Km 登米市 国際航業(株)
H18.3.20 10000 カラー撮影 5.2㎢

1000 数値図化 1.2㎢
1000 空　三   4Ｍ

宮城県 岩沼市 H17.9.7 ほ場整備 ２級 基準点   3点 宮城県仙台地方振興事務 (株)仙台技研
H18.3.24 ２級 座標変換   2点

宮城県 蔵王町 H17.12.2 ほ場整備 ２級 基準点   6点 (株)仙台技研
H18.3.24

宮城県 仙台市 H18.2.23 河川管理 ３級 基準点   16点 東武計画(株)　仙台支店
H18.3.27 ４級 基準点   150点

500 平　板 0.3㎢
宮城県 仙台市 H17.11.1 固定資産 10000 カラー撮影 759.0㎢ 仙台市 (株)パスコ

H18.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 759.0㎢
宮城県 松島町 H17.8.24 ほ場整備 ２級 基準点   2点 宮城県仙台地方振興事務 (株)仙台コンサルタント

H18.3.24 ２級 座標変換   1点
宮城県 東和町 H17.10.20 農道計画 ２級 基準点   5点 宮城県登米地方振興事務 (株)ウイル

H18.3.17 ４級 基準点   49点
宮城県 小牛田町 H17.11.28 ほ場整備 ２級 基準点   4点 宮城県古川振興事務所 (株)仙台土木設計

H18.3.24 ３級 基準点   17点
宮城県 石巻市 H18.1.10 都市計画 2500 写測修正 21.0㎢ 石巻市 国際航業(株)

H18.3.20 2500 既成図数値 21.0㎢
2500 座標変換 21.0㎢

宮城県 登米市 H17.8.30 ほ場整備 ２級 基準点   5点 宮城県登米地方振興事務 (株)仙台技研
H18.3.15

宮城県 古川市 H18.2.28 河川計画 ３級 基準点   3点 宮城県古川土木事務所 (株)復建技術コンサルタン
H18.3.24

宮城県 仙台市 H17.7.20 道路計画 ３級 基準点   5点 仙台市 (株)復建技術コンサルタン
H18.3.24

宮城県 石巻市 H17.10.1 都市再生街区基本 ２級 座標変換   2点 (株)三協技術
H18.3.24

宮城県 南郷町 H17.10.13 ほ場整備 ２級 基準点   17点 宮城県古川地方振興事務 (株)加美測量設計事務所
H18.3.15 ３級 基準点   49点

４級 基準点   246点
２級 座標変換   3点

大和町吉岡南第二土地区
画整理組合

東北地方整備局鳴瀬川総
合開発調査事務所

宮城県登米地方振興事務
所長

宮城県大河原地方振興事
務所

宮城県大河原地方振興事
務所
東北地方整備局仙台河川
国道事務所

東北地方整備局仙台河川
国道事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

宮城県 南郷町 H17.11.22 ほ場整備 ３級 基準点   30点 宮城県古川地方振興事務 (株)古川測量設計事務所
H18.3.20 ４級 基準点   210点

2000 平　板 1.5㎢
宮城県 美里町 H18.1.18 ほ場整備 ２級 基準点   7点 宮城県古川地方振興事務 （株）サネックス

H18.8.31
宮城県 栗原市 H17.8.31 ほ場整備 ３級 基準点   33点 宮城県栗原地方振興事務 (株)ウイル

H18.1.31 ４級 基準点   220点
宮城県 仙台市 H17.10.13 道路計画 4000 撮　影 16.0㎢ 仙台市 (株)センソクコンサルタント

H18.3.27 500 写測修正 0.8㎢
500 空　三   4Ｍ
500 既成図数値 0.8㎢

宮城県 登米市 H17.11.7 土地改良 ２級 基準点   2点 宮城県登米地方振興事務 (株)北振技研
H18.1.18 ４級 基準点   12点

宮城県 鳴子町 H18.3.6 道路計画 1000 数値図化 2.6㎢ 宮城県大崎土木事務所 アジア航測(株)
H18.3.27

宮城県 栗原市 H17.11.7 ほ場整備 ３級 基準点   10点 宮城県栗原地方振興事務 (株)ウイル
H18.3.15 ４級 基準点   58点

2000 平　板 0.4㎢
宮城県 登米市 H18.2.28 農道計画 ２級 基準点   2点 宮城県登米地方振興事務 （株）北光技術

H18.6.30 ４級 基準点   10点
宮城県 登米市 H17.7.12 ほ場整備 ２級 基準点   4点 宮城県登米地方振興事務 (株)丹野測量設計

H18.1.31 ３級 基準点   13点
４級 基準点   59点

2000 平　板 0.4㎢
宮城県 川崎町 H17.10.14 ほ場整備 ２級 基準点   4点 (株)仙台土木設計

H18.3.24 ４級 基準点   31点
宮城県 大和町 H17.11.15 用水路対策 ２級 基準点   4点 岩倉測量設計(株)

H18.3.15

宮城県 登米市 H17.11.21 道路計画 ２級 基準点   2点
パシフィックコンサルタンツ
(株)東北本社

H18.3.27 ２級 座標変換   2点
宮城県 東和町 H18.2.1 道路計画 ２級 基準点   8点 (株)復建技術コンサルタン

H18.3.31
宮城県 南三陸町 H18.1.16 道路計画 ２級 基準点   10点 (株)西條設計コンサルタン

H18.3.31
宮城県 仙台市 H18.6.5 道路台帳 500 座標変換 33.2㎢ 仙台市 (株)秋元技術コンサルタン

H18.8.31

宮城県 仙台市 H18.3.1 土地区画整理 ２級 座標変換   5点
仙台市新田東土地区画整
理組合

国際航業(株)

H18.3.30 ３級 座標変換   21点

宮城県 仙台市 H18.6.1
登記所備付地図作
成

３級 基準点   12点 仙台法務局 小澤正徳事務所

H18.9.30
宮城県 登米市 H18.2.14 集落道路計画 ２級 基準点   2点 宮城県登米地方振興事務 (株)サトー技建

H18.6.30
宮城県 塩竈市 H18.6.7 土地区画整理 ２級 基準点   2点 塩竈市 （株）三菱地所設計

H18.9.4
宮城県 多賀城市 H17.11.10 都市計画 2500 数値図修正 37.5㎢ 塩竃市 国際航業(株)

塩竃市 H18.3.10 2500 写測修正 44.8㎢
七ケ浜町 2500 既成図数値 44.8㎢
利府町 2500 座標変換 82.3㎢

宮城県 東松島市 H18.7.24 用地測量 ２級 基準点   4点 防衛施設庁仙台防衛施設 大橋調査(株)
H18.10.31 ３級 基準点   6点

宮城県 登米市 H18.6.27 農道計画 ２級 基準点   5点 宮城県登米地方振興事務 （株）北光技術
H18.12.1 ４級 基準点   18点

宮城県 大崎市 H18.1.26 ほ場整備 ２級 基準点   2点 宮城県大崎地方振興事務 (株)仙台コンサルタント
H18.12.20

宮城県 松島町 H18.6.16 総合計画 ３級 基準点   4点 防衛施設庁仙台防衛施設 岩倉測量設計(株)
H18.9.15

宮城県 石巻市 H18.6.19 ほ場整備 ２級 基準点   4点 宮城県石巻地方振興事務
H18.12.20

宮城県 大崎市 H18.9.11 土地改良 ２級 基準点   3点
H19.3.26 ３級 基準点   6点

４級 基準点   38点
宮城県 石巻市 H18.9.25 ほ場整備 ２級 基準点   9点 宮城県石巻地方振興事務 (株)西條設計コンサルタン

H18.12.20
宮城県 仙台市 H18.9.20 基準点整備 ２級 基準点   4点 学校法人　東北工業大学 (株)秋元技術コンサルタン

H18.12.31 ３級 基準点   2点
宮城県 山元町 H18.7.10 土地改良 ２級 基準点   2点 宮城県仙台地方振興事務 (株)サトー技建

H18.12.9 ３級 基準点   6点
４級 基準点   9点

宮城県 気仙沼市 H18.10.30 地盤変動調査 １級 基準点  16.7Km 気仙沼市 東武計画(株)
H18.12.15

宮城県 大崎市 H18.6.29 ほ場整備 ２級 基準点   8点 (株)栄和技術コンサルタン
H19.2.20

宮城県大崎地方振興事務
所長

宮城県大河原地方振興事
務所
宮城県王城寺原補償工事
事務所
東北地方整備局仙台河川

国道事務所

東北地方整備局仙台河川
国道事務所
東北地方整備局仙台河川
国道事務所

(株)西條測量設計コンサル
タント
宮城県土地改良事業団体
連合会

鳴子町南原土地改良事業
共同施行
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

宮城県 登米市 H18.8.30 農業集落排水計画 5000 カラー撮影 9.0㎢ 登米市 アジア航測(株)
H18.12.27 500 数値図化 4.4㎢

500
直接定位計
算

  39点

宮城県 古川市 H17.8.25 ほ場整備 ２級 基準点   6点 宮城県古川地方振興事務 (株)河北エンジニアリング
H18.3.20

宮城県 仙台市 H18.8.4 地下鉄東西線計画 ２級 基準点   7点 仙台交通事業管理者 三善測量(株)
H19.3.9 ３級 基準点   103点

２級 水　準  15.3Km
宮城県 気仙沼市 H18.8.7 道路計画 ２級 基準点   8点 アジア航測(株)

本吉町 H18.11.30 ３級 水　準  61.2Km
宮城県 加美町 H18.12.27 ダム計画 2500 数値図化 3.9㎢ 朝日航洋(株)

H19.2.8
宮城県 石巻市 H17.11.16 総合計画 10000 カラー撮影 555.6㎢ 石巻市 国際航業(株)

H18.3.20 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 555.6㎢
1000 直接定位計   1743点

宮城県 石巻市 H18.11.18 総合計画 15000 カラー撮影 132.6㎢ 仙台防衛施設局 アジア航測(株)
塩竃市 H19.1.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 93.7㎢
東松島市 2500 直接定位計   39点

宮城県 山元町 H18.9.19 道路計画 ２級 基準点   19点
東日本高速道路株式会社
東北支社　仙台工事事務

東武計画(株)

H19.1.1 ３級 水　準  24.6Km （株）シン技術コンサル
宮城県 仙台市 H18.7.18 街区点 基準点 26.6㎢ 土地・水資源局　国土調査 半沢測量設計(株)

H18.12.25 本州測量設計(株)
(株)センシン技術

宮城県 仙台市 H18.7.18 街区点 基準点 18.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 佐野コンサルタンツ(株)
H18.10.27

宮城県 白石市 H18.7.18 街区三角点 基準点 4.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 東北測地設計(株)
福島県 伊達市 H18.12.4 街区多角点 基準点 4.3㎢ (株)阿部測量設計事務所

街区点 基準点 4.3㎢ 東邦測地(有)
宮城県 北秋田市 H18.7.20 地籍調査 ２級 座標変換   6点 北秋田市 (株)測地環境コンサルタン

H18.12.14 技苑コンサル(株)
宮城県 栗原市 H18.6.30 砂防計画 12500 カラー撮影 250.0㎢ 宮城県 アジア航測(株)

H18.11.30 2500 数値図化 23.1㎢
2500 直接定位計   108点

宮城県 仙台市 H18.7.28 地盤沈下調査 １級 水　準  300.0Km 宮城県 本州測量設計(株)
塩竈市 H19.2.16 (有)柴山測量設計
名取市
多賀城市
岩沼市
利府町

宮城県 登米市 H18.8.25 ほ場整備 ２級 基準点   20点 宮城県登米地方振興事務 (株)大江設計
H19.3.15 ３級 基準点   100点

４級 基準点   387点
２級 座標変換   14点

宮城県 白石市 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   2点 白石市 東北測地設計(株)
H18.12.4 (株)阿部測量設計事務所

東邦測地(有)
宮城県 大崎市 H18.6.1 ほ場整備 ２級 基準点   8点 宮城県大崎地方振興事務 (株)仙台土木設計

H19.3.15
宮城県 大崎市 H18.12.19 地盤変動調査 １級 水　準  17.6Km 大崎市 (株)佐々木測量設計事務

H19.1.31
宮城県 栗原市 H18.8.7 ほ場整備 ２級 基準点   5点 宮城県栗原地方振興事務 (株)サトー技建

H19.3.15 ３級 基準点   42点
４級 基準点   241点

宮城県 亘理町 H18.10.6 土地改良 ２級 基準点   2点 宮城県仙台地方振興事務 (株)サトー技建
H19.3.20 ２級 座標変換   1点

宮城県 秋田市 H18.9.15 地籍調査 ２級 座標変換   3点 (株)ウヌマ地域総研
H18.12.22 (株)眞宮技術

(株)東測エンジニアリング
秋田県 金浦町 H17.10.25 道路計画 ３級 基準点   21点 東武計画(株)　秋田営業所

仁賀保町 H18.1.31 ４級 基準点   104点
３級 水　準  12.1Km
200 平　板 0.1㎢

秋田県 八郎潟町 H17.12.12 道路台帳 ３級 基準点   3点 (株)眞宮技術
H18.3.24

秋田県 秋田市 H17.8.9 固定資産現況調査 4000 カラー撮影 199.0㎢ 秋田市 (株)パスコ
H18.3.31 8000 カラー撮影 1014.0㎢

500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 74.0㎢
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 831.0㎢

秋田県 由利本荘市 H17.8.8 都市計画 10000 カラー撮影 144.5㎢ 由利本荘市 (株)写測
H18.1.31 2500 写測修正 32.7㎢

2500 既成図数値 32.7㎢
2500 座標変換 32.7㎢

秋田県 能代市 H17.11.18 土地区画整理 ２級 座標変換   2点 能代市 (株)八州
H17.12.15 ３級 座標変換   3点

４級 座標変換   33点

東北地方整備局仙台河川
国道事務所
東北地方整備局鳴瀬川総
合開発調査事務所

秋田県秋田中央道路建設
事務所

東北地方整備局秋田河川
国道事務所

東北地方整備局秋田河川
国道事務所

都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

秋田県 仙北市 H17.11.15 下水道計画 ３級 水　準  7.5Km 仙北市 (株)パスコ
H18.3.17 4000 カラー撮影 3.5㎢

500 数値図化 0.1㎢
500 空　三   12Ｍ

秋田県 男鹿市 H17.11.11 道路計画 １級 基準点   4点 秋田県秋田地域振興局 (株)東測エンジニアリング
若美町 H18.3.24 ２級 基準点   4点

３級 基準点   12点
４級 基準点   60点

秋田県 横手市 H17.5.12 砂防計画 2500 数値図化 11.0㎢ 秋田県平鹿地域振興局 国際航業(株)
増田町 H17.9.30
大森町

秋田県 鹿角市 H18.3.11 砂防計画 2500 数値図化 3.6㎢ 秋田県鹿角地域振興局 (株)ナカノアイシステム
H18.8.31

秋田県 湯沢市 H18.3.27 砂防基盤図作成 2500 数値図化 7.3㎢ 秋田県雄勝地域振興局 朝日航洋(株)
H18.6.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.8㎢

秋田県 藤里町 H18.3.30 砂防計画 2500 数値図化 5.2㎢ 秋田県山本地域振興局 (株)八州
H18.7.3 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 21.8㎢

秋田県 秋田市 H18.5.20 道路計画 ３級 基準点   12点 東邦技術(株)
H18.9.20 ３級 水　準  2.8Km

秋田県 由利本荘市 H18.5.10 都市計画 2500 数値図修正 31.7㎢ 由利本荘市 (株)写測
H18.11.20

秋田県 鳥海町 H18.7.10 ダム計画 1000 数値図化 2.0㎢ (株)かんこう
H18.11.30 空三点 座標変換   41点

1000 既成図数値 0.9㎢
1000 座標変換 0.9㎢

秋田県 北秋田市 H18.5.22 砂防計画 2500 数値図化 4.8㎢ 秋田県北秋田地域振興局 アジア航測(株)
H18.11.20

秋田県 大館市 H18.11.13 道路用地 ２級 基準点   1点 (有)木村測量設計
H18.12.28 ３級 基準点   7点

秋田県 東成瀬村 H18.5.11 地すべり対策 １級 基準点   2点 秋田県雄勝地域振興局 柴田工事調査(株)
H18.12.28 ２級 基準点   16点

秋田県 鹿角市 H18.8.11 道路計画 1000 数値図化 1.2㎢ 秋田県鹿角地域振興局 (株)パスコ
H19.1.20

秋田県 大仙市 H18.10.18 ほ場整備 1000 写測図化 0.1㎢ 大仙市 (株)写測
H18.12.22

秋田県 にかほ市 H18.7.18 道路計画 ３級 基準点   23点 東武計画(株)
H18.12.20 ２級 基準点   1点

３級 水　準  18.3Km
秋田県 羽後町 H18.8.3 道路計画 １級 基準点   2点 秋田県雄勝地域振興局 柴田工事調査(株)

H18.12.22 ２級 基準点   2点
３級 基準点   5点

秋田県 北秋田市 H18.8.11 砂防計画 2500 数値図化 1.7㎢ 秋田県北秋田地域振興局 アジア航測(株)
H18.11.30

秋田県 仙北市 H18.7.14 固定資産 10000 数値撮影 396.5㎢ 仙北市 (株)パスコ
H19.3.30 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 396.5㎢

秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 5.2㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)八州
H18.11.21 街区多角点 基準点 5.2㎢

街区点 基準点 5.2㎢
秋田県 秋田市 H18.7.18 街区三角点 基準点 6.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)北陽技術コンサルタン

H18.12.25 街区多角点 基準点 6.0㎢ 藤測量設計(株)
街区点 基準点 6.0㎢ (有)西奥羽測量設計

秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 6.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 創和技術(株)
H18.12.1 街区多角点 基準点 6.5㎢ 小川測量設計(株)

街区点 基準点 6.5㎢ 小松測量設計(株)
秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 7.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ウヌマ地域総研

H18.12.22 街区多角点 基準点 7.8㎢ (株)眞宮技術
街区点 基準点 7.8㎢ (株)東測エンジニアリング

秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 6.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)都市整備
H18.12.4 街区多角点 基準点 6.4㎢ (株)興和技術コンサルタン

街区点 基準点 6.4㎢ 佐藤測量設計(株)
秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 4.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)測地コンサルタント

H18.11.13 街区多角点 基準点 4.1㎢ (株)国土測量設計
街区点 基準点 4.1㎢ (株)アキタサーベイ

秋田県 秋田市 H18.7.19 街区三角点 基準点 6.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)秋田総合建設センター
H18.12.4 街区多角点 基準点 6.3㎢ (有)矢留測量設計

街区点 基準点 6.3㎢ (有)共和技研
秋田県 能代市 H18.7.20 街区三角点 基準点 4.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)測地環境コンサルタン

北秋田市 H18.12.4 街区多角点 基準点 4.5㎢ 技苑コンサル(株)
街区点 基準点 4.5㎢

秋田県 横手市 H18.7.20 街区三角点 基準点 3.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 岩倉測量設計(株)
湯沢市 H18.12.11 街区多角点 基準点 3.3㎢

街区点 基準点 3.3㎢
秋田県 大館市 H18.7.18 街区三角点 基準点 7.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 第一測量設計(株)

H18.12.25 街区多角点 基準点 7.0㎢ (有)北一
街区点 基準点 7.0㎢ (有)東亜測量設計

秋田県 大仙市 H18.7.18 街区三角点 基準点 4.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 東邦技術(株)
H18.12.25 街区多角点 基準点 4.5㎢ (株)石川技研コンサルタン

街区点 基準点 4.5㎢ 南部測量(株)

東北地方整備局秋田河川
国道事務所

東北地方整備局鳥海ダム
調査事務所

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

東北地方整備局能代河川
国道事務所

東北地方整備局秋田河川
国道事務所

－235－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

秋田県 湯沢市 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   6点 湯沢市 岩倉測量設計(株)
H18.12.11

秋田県 大仙市 H18.9.15 地籍調査 ２級 基準点   2点 大仙市 東邦技術(株)
H18.11.20 ３級 基準点   4点 (株)石川技研コンサルタン

南部測量(株)
秋田県 横手市 H18.9.15 地籍調査 ２級 座標変換   6点 横手市 岩倉測量設計(株)

H18.12.11 ３級 座標変換   6点
秋田県 秋田市 H18.10.4 地籍調査 １級 基準点   5点 秋田市 創和技術(株)

H18.12.22 ２級 基準点   7点 小川測量設計(株)
３級 基準点   4点 小松測量設計(株)

(株)ウヌマ地域総研
(株)眞宮技術
(株)東測エンジニアリング
(株)都市整備
（株）興和技術コンサルタン
ト
佐藤測量設計(株)

秋田県 由利本荘市 H18.10.17 道路計画 ４級 基準点   29点 東邦技術(株)
H19.2.20

秋田県 横手市 H18.9.15 総合計画 ２級 基準点   7点 岩倉測量設計(株)
大仙市 H18.12.12 東邦技術(株)

(株)石川技研コンサルタン
南部測量(株)

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

山形県 戸沢村 H17.11.16 道路計画 簡級 水　準  14.0Km 朝日航洋(株)
立川町 H18.3.10 8000 カラー撮影 45.3㎢

1000 数値図化 10.1㎢
1000 空　三   39Ｍ

山形県 村山市 H17.8.10 都市計画 簡級 水　準  15.0Km 村山市 セントラル航空測量(株)
H17.11.30 2500 数値図化 2.7㎢

2500 既成図数値 4.5㎢
2500 空　三   8Ｍ

山形県 庄内町 H17.8.18 下水道計画 簡級 水　準  18.0Km 庄内町 セントラル航空測量(株)
H17.12.7 4000 カラー撮影 13.1㎢

500 数値図化 1.2㎢
500 空　三   47Ｍ

山形県 酒田市 H17.12.26 砂防計画 2500 数値図化 16.3㎢ 山形県 国際航業(株)
立川町 H18.2.28 2500 座標変換 16.3㎢
平田町
羽黒町

山形県 酒田市 H18.2.20 砂防計画 簡級 水　準  34.8Km 山形県 セントラル航空測量(株)
鶴岡市 H18.3.24 2500 数値図化 25.5㎢

2500 空　三   20Ｍ
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 25.5㎢

山形県 米沢市 H18.2.27 雪崩対策 10000 カラー撮影 260.0㎢ 山形県 国際航業(株)
南陽市 H18.3.20
高畠町
川西町

山形県 南陽市 H17.10.1 街区基本調査 ２級 座標変換   3点 南陽市 新和設計（株）
H18.3.24

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

山形県 飯豊町 H17.10.13 ダム管理 簡級 水　準  18.0Km 国際航業(株)
H18.1.31 12500 カラー撮影 60.0㎢

2500 数値図化 4.5㎢
2500 数値図修正 21.9㎢
2500 空　三   7Ｍ
2500 座標変換 21.9㎢

山形県 米沢市 H18.2.15 道路計画 ２級 基準点   17点 (株)オオバ
H18.9.12 ２級 座標変換   7点

３級 水　準  7.8Km
山形県 小国町 H17.8.23 砂防計画 ２級 基準点   4点 (株)信和測量設計社

H17.10.15
山形県 小国町 H17.7.27 砂防計画 ２級 基準点   2点 苗場建設サービス(株)

H17.11.23
山形県 小国町 H17.7.27 砂防計画 ２級 基準点   2点 (株)オリス

H17.9.24
山形県 小国町 H17.9.23 砂防計画 2500 数値図化 40.8㎢ (株)パスコ

H18.3.20
山形県 西川町 H18.2.22 道路計画 ３級 基準点   6点 (株)復建技術コンサルタン

H18.3.15
山形県 鶴岡市 H17.12.26 総合計画 12500 カラー撮影 66.0㎢ 山形県 国際航業(株)

酒田市 H18.3.15
山形県 高畠町 H18.6.27 砂防計画 2500 数値図化 3.9㎢ 山形県 朝日航洋(株)

H18.8.31 2500 空　三   11Ｍ
山形県 山形市 H17.6.5 土地区画整理 ３級 基準点   2点 (株)菅野測量設計

H17.12.20 ４級 基準点   71点

東北地方整備局最上川ﾀﾞ
ﾑ統合管理事務所

東北地方整備局湯沢河川
国道事務所

独立行政法人都市再生機
構　山形都市開発事務所
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

東北地方整備局秋田河川
国道事務所

北陸地方整備局飯豊山系
砂防事務所
東北地方整備局山形河川
国道事務所

独立行政法人都市再生機
構　山形都市開発事務所

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
北陸地方整備局飯豊山系
砂防事務所
北陸地方整備局飯豊山系
砂防事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

山形県 寒河江市 H18.8.21 砂防計画 簡級 水　準  72.5Km 山形県 国際航業(株)
朝日町 H18.10.30 12500 カラー撮影 28.8㎢

2500 数値図化 0.4㎢
2500 空　三   4Ｍ

山形県 山形市 H18.6.23 土地区画整理 ４級 基準点   11点 山形市 (株)田村測量設計事務所
H18.11.27

山形県 東根市 H18.8.11 道路計画 簡級 水　準  28.5Km 朝日航洋(株)
尾花沢市 H18.12.15 8000 カラー撮影 27.0㎢
南陽市 10000 カラー撮影 59.0㎢
川西町 1000 空　三   23Ｍ

1000 数値図化 5.6㎢
山形県 鶴岡市 H18.5.8 森林計画 20000 撮　影 693.0㎢ 山形県 国際航業(株)

立川町 H18.12.15
羽黒町
櫛引町
朝日村
西川町
温海町

新潟県 山北町
山形県 鶴岡市 H18.7.12 総合計画 ２級 基準点   3点 環境省東北地方環境事務 国際航業(株)

H18.12.20 ３級 基準点   15点
山形県 米沢市 H18.10.31 砂防計画 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.7㎢ 山形県 国際航業(株)

H18.12.20
山形県 村山市 H18.7.21 都市計画 2500 数値図化 1.1㎢ 村山市 セントラル航空測量(株)

H18.11.30 2500 既成図数値 15.1㎢
2500 編　集 3.8㎢
2500 座標変換 16.2㎢

山形県 新庄市 H18.6.27 砂防計画 簡級 水　準  12.0Km 山形県最上総合支庁 セントラル航空測量(株)
大蔵村 H18.11.30 2500 数値図化 23.6㎢
戸沢村 2500 空　三   14Ｍ
金山町

山形県 鶴岡市 H18.10.18 砂防計画 簡級 水　準  10.0Km 山形県 セントラル航空測量(株)
酒田市 H19.1.26 2500 数値図化 5.7㎢

2500 空　三   3Ｍ

山形県 山形市 H18.6.9 土地区画整理 ４級 基準点   41点
独立行政法人都市再生機
構　山形都市開発事務所

(株)寒河江技術コンサルタ
ント

H18.12.10

山形県 山形市 H18.6.19 土地区画整理 ４級 基準点   45点
独立行政法人都市再生機
構　山形都市開発事務所

(株)新和調査設計事務所

H18.12.20

山形県 新庄市 H18.4.5 道路計画 ２級 基準点   9点
東北地方整備局山形河川
国道事務所

(株)双葉建設コンサルタン
ト

H19.1.31 ３級 水　準  11.3Km

山形県 山形市 H18.10.20 土地区画整理 ４級 基準点   13点
独立行政法人　都市再生
機構　山形都市開発事務

(株)寒河江測量設計事務
所

H18.11.6
山形県 米沢市 H18.7.20 街区三角点 基準点 5.8㎢ 新和設計(株)

H18.11.27 街区多角点 基準点 5.8㎢
街区点 基準点 5.8㎢

山形県 米沢市 H18.7.20 街区三角点 基準点 5.6㎢ 新和設計(株)
H18.11.27 街区多角点 基準点 5.6㎢

街区点 基準点 5.6㎢
山形県 鶴岡市 H18.7.20 街区三角点 基準点 5.3㎢ (株)菅野測量設計

H18.12.4 街区多角点 基準点 5.3㎢
街区点 基準点 5.3㎢

山形県 鶴岡市 H18.7.21 街区三角点 基準点 6.9㎢ 大和工営(株)
H18.12.8 街区多角点 基準点 6.9㎢

街区点 基準点 6.9㎢
山形県 酒田市 H18.7.18 街区三角点 基準点 5.5㎢ (株)庄内測量設計舎

H18.12.25 街区多角点 基準点 5.5㎢
街区点 基準点 5.5㎢

山形県 酒田市 H18.7.21 街区三角点 基準点 2.8㎢ 大和工営(株)
H18.11.9 街区多角点 基準点 2.8㎢

街区点 基準点 2.8㎢
山形県 新庄市 H18.7.21 街区三角点 基準点 4.1㎢ (株)協同測量社

H18.11.15 街区多角点 基準点 4.1㎢
街区点 基準点 4.1㎢

山形県 上山市 H18.7.21 街区三角点 基準点 4.8㎢ (株)寒河江測量設計事務
高畠町 H18.12.14 街区多角点 基準点 4.8㎢

街区点 基準点 4.8㎢
山形県 天童市 H18.7.21 街区三角点 基準点 2.6㎢ (株)成和技術

山形市 H18.11.27 街区多角点 基準点 2.6㎢
長井市 街区点 基準点 3.2㎢

山形県 上山市 H18.6.14 道路計画 ２級 基準点   33点 第一航業(株)
高畠町 H19.2.10 ３級 水　準  12.4Km 東武計画(株)

朝日航洋(株)
(株)東光コンサルタンツ

東日本高速道路株式会社
東北支社　山形工事事務

都市再生街区基本
調査

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

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

都市再生街区基本
調査

東北地方整備局山形河川
国道事務所
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山形県 米沢市 H18.10.13 地盤変動調査 ２級 水　準  47.0Km 米沢市 (株)春日測量設計
H19.1.31

山形県 山形市 H18.11.1 地盤変動調査 ２級 水　準  47.3Km 山形市 (株)田村測量設計事務所
H19.2.28

山形県 米沢市 H18.10.30 総合計画 ２級 座標変換   1点 米沢市 新和設計(株)
H18.12.20 ３級 座標変換   3点

山形県 東根市 H19.2.2 道路計画 簡級 水　準  12.3Km 東根市 (株)パスコ
H19.3.12 1000 数値図化 0.6㎢

1000 空　三   3Ｍ

福島県 いわき市 H17.8.19 ほ場整備 ２級 基準点   3点 福島県いわき農林事務所
福島県土地改良事業団体

連合会

H18.3.31

福島県 川内村 H16.7.12 総合計画 ２級 基準点   2点 防衛施設庁仙台防衛施設 (株)郡山測量設計社
H18.3.31 ３級 基準点   8点

5000 平　板 0.1㎢
３級 座標変換   2点

福島県 会津高田町 H17.8.22 ほ場整備 ２級 基準点   5点
福島県会津南部ほ場整備
事務所

福島県土地改良事業団体
連合会

H18.2.28 ３級 基準点   38点
４級 基準点   218点
500 平　板 1.5㎢
２級 座標変換   8点

福島県 いわき市 H17.7.26 都市計画 2500 数値図修正 124.4㎢ 福島県いわき建設事務所 国際航業(株)
H18.2.28 2500 座標変換 124.4㎢

福島県 猪苗代町 H17.12.5 砂防計画 2500 数値図化 6.0㎢ 福島県喜多方建設事務所 (株)パスコ
西会津町 H18.3.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 23.0㎢
磐梯町 2500 座標変換 6.0㎢

福島県 柳津町 H17.11.29 砂防計画 2500 数値図化 18.1㎢ 福島県会津若松建設事務 (株)オリス
金山町 H18.2.20 2500 空　三   153Ｍ
昭和村 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 92.3㎢

福島県 福島市 H17.11.2 河川管理 ３級 基準点   4点
東北地方整備局福島河川
国道事務所

(株)アイ・エヌ・エー

H18.3.30
福島県 大熊町 H17.7.7 総合計画 5000 カラー撮影 119.9㎢ 大熊町 (株)パスコ

H18.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 78.7㎢
福島県 郡山市 H17.9.12 道路台帳 500 既成図数値 172.2㎢ 郡山市 国際航業(株)

H18.2.28 500 座標変換 172.2㎢ (株)パスコ
(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
(株)日本測地コンサルタン
(株)昭和技術設計事務所

福島県 須賀川市 H17.11.1 農地環境整備 8000 カラー撮影 154.5㎢ 須賀川市 (株)パスコ
H18.3.17

福島県 伊達市 H18.3.1 都市計画 2500 数値図化 2.7㎢ 伊達市 東武計画(株)
H18.3.24 2500 既成図数値 6.4㎢

福島県 会津若松市 H17.7.19
法第14条第1項地
図作成

２級 基準点   5点 福島地方法務局
（社）福島県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

H18.3.31 ３級 基準点   9点
４級 基準点 0.3㎢

福島県 白河市 H17.10.1
都市再生街区基本
調査

２級 座標変換   3点 白河市 (株)東コンサルタント

H18.3.24 ３級 座標変換   5点 松田測量設計(株)
地質基礎工業(株)

福島県 田村市 H17.8.25 都市計画 簡級 水　準  110.5Km 田村市 東武計画(株)
H18.3.20 30000 撮　影 706.5㎢

10000 数値図化 458.3㎢
25000 編　集 458.3㎢
50000 編　集 458.3㎢

福島県 須賀川市 H18.1.26 河川管理 2500 数値図化 2.6㎢ 福島県県中建設事務所 アジア航測(株)
鏡石町 H18.3.24
中島村
矢吹町
石川町

福島県 只見町 H17.11.9 道路計画 1000 数値図化 6.0㎢ 福島県会津若松建設事務 中日本航空(株)
金山町 H18.3.17

福島県 会津坂下町 H16.11.1 道路台帳 簡級 水　準  39.3Km 会津坂下町 東武計画(株)
H17.10.31 5000 カラー撮影 48.8㎢

500 数値図化 3.6㎢
500 空　三   132Ｍ
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福島県 福島市 H17.7.1 土地区画整理 ３級 基準点   29点 東武計画(株)
H18.3.20 ４級 基準点  

２級 座標変換   4点
福島県 相馬市 H18.5.10 森林計画 20000 撮　影 1868.0㎢ 福島県 (株)ナカノアイシステム

原町市 H18.10.31
富岡町
大熊町
双葉町
浪江町
小高町
鹿島町
飯舘村
葛尾村
川内村

福島県 福島市 H18.9.15 都市計画 10000 数値図化 69.7㎢ 福島市 東武計画(株)
H18.12.15

福島県 矢祭町 H18.10.16 道路計画 1000 数値図化 1.0㎢ 福島県県南建設事務所 国際航業(株)
H18.11.30

福島県 新地町 H18.9.15 道路計画 ２級 基準点   10点 昭和(株)
H18.12.31 ３級 水　準  4.1Km

福島県 南会津町 H18.8.1 砂防計画 2500 数値図化 3.0㎢ 福島県南会津建設事務所 (株)八州
檜枝岐村 H18.12.28 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 28.0㎢

福島県 会津若松市 H18.5.10 砂防計画 簡級 水　準  123.7Km 福島県会津若松建設事務 (株)写測
会津坂下町 H18.11.13 10000 カラー撮影 152.2㎢
柳津町 2500 数値図化 6.3㎢
三島町 2500 空　三   88Ｍ
会津美里町 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 48.0㎢

福島県 福島市 H18.7.21
都市再生街区基本
調査

街区点 基準点 3.8㎢ (株)郡山測量設計社

郡山市 H18.11.20 陸奥測量設計(株)
会津若松市 日本精測(株)
いわき市

福島県 会津若松市 H18.7.24 ほ場整備 ２級 基準点   7点 福島県会津農林事務所
福島県土地改良事業団体
連合会

H19.3.20

福島県 浅川町 H18.8.7 ほ場整備 ３級 基準点   10点 福島県県中農林事務所
福島県土地改良事業団体
連合会

H19.3.20
福島県 鏡石町 H18.9.11 土地区画整理 ２級 座標変換   4点 鏡石町 (財)福島県区画整理協会

H19.3.31
福島県 伊達市 H18.9.21 地籍調査 ２級 基準点   1点 伊達市 東北測地設計(株)

H18.12.4 (株)阿部測量設計事務所
東邦測地(有)

福島県 南会津町 H18.10.12 ほ場整備 ２級 基準点   3点
福島県南会津農林事務所
長

福島県土地改良事業団体
連合会

H19.3.2
福島県 郡山市 H18.10.15 道路計画 ３級 基準点   17点 (株)興起測量設計事務所

H19.2.9 ３級 水　準  9.3Km
福島県 白沢村 H18.12.1 ほ場整備 ２級 基準点   2点 福島県県北農林事務所

H19.3.15
福島県 南相馬市 H18.11.6 ほ場整備 ２級 基準点   8点 福島県相双農林事務所

H19.3.20
福島県 喜多方市 H18.6.30 砂防計画 2500 数値図化 15.1㎢ 福島県喜多方建設事務所 (株)パスコ

北塩原村 H19.3.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 30.0㎢
西会津町

東北地方整備局郡山国道
事務所

福島県土地改良事業団体
連合会
福島県土地改良事業団体
連合会

福島市上名倉・荒井土地
区画整理組合

東日本高速道路株式会社
東北支社　相馬工事事務

土地・水資源局　国土調査
課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

茨城県 新利根町 H18.3.9 河川管理 ２級 基準点 212点 利根川下流河川事務所 (株)三喜コンサルタント
河内町 H18.9.29
稲敷市
神栖市

千葉県 銚子市
東庄町
小見川町
佐原市
神崎町
下総町
成田市
栄町
印西市

茨城県 土浦市 H18.4.1 税務資料 8000 カラー撮影 32㎢ 土浦市 国際航業(株)
H19.3.15

茨城県 日立市 H18.5.15 土地区画整理 １級 基準点 3点 (株)ミカミ
H18.8.24 ３級 基準点 6点

４級 基準点 40点
茨城県 稲敷市 H18.4.29 都市計画 2500 数値図化 8.5㎢ 茨城県　　稲敷市 (株)パスコ

H18.8.28
茨城県 稲敷市 H18.4.29 都市計画 10000 既成図数値化 178.1㎢ 茨城県　　稲敷市 (株)パスコ

H18.8.28 10000 数値図修正 178.1㎢
茨城県 筑西市 H18.6.7 道路計画 ４級 基準点 55点 常陸河川国道事務所 (株)下川設計

H18.12.15 500 平　板 0.2㎢
茨城県 阿見町 H18.7.15 都市計画 2500 数値図化 22㎢ 茨城県　　阿見町 朝日航洋(株)

H18.11.28
茨城県 日立市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 5.8㎢ 土地水資源局国土調査課 昭和測量(株)

常陸太田市 H19.3.10 街区多角点 基準点 5.8㎢
ひたちなか市 街区点 基準点 5.8㎢

茨城県 ひたちなか市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 10.7㎢ 土地水資源局国土調査課 新星・東海・大栄共同企業
H19.3.10 街区多角点 基準点 10.7㎢

街区点 基準点 10.7㎢
茨城県 取手市 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 6.9㎢ 土地水資源局国土調査課 土浦・倉持・三友共同企業

守谷市 H19.3.10 街区多角点 基準点 6.9㎢
坂東市

茨城県 大子町 H18.5.9 森林計画 16000 撮　影 954㎢ 茨城県 (株)中庭測量コンサルタン
常陸太田市 H18.10.31
常陸大宮市
城里町

茨城県 鹿島市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 4.8㎢ 土地水資源局国土調査課 ホコタ設計コンサルタント
神栖市 H19.3.10 街区多角点 基準点 4.8㎢

街区点 基準点 4.8㎢ （株）下川設計
(株)三喜コンサルタント

茨城県 守谷市 H18.6.14 地籍調査 １級 基準点 6点 守谷市 土浦・倉持・三友共同企業
H19.3.10 ２級 基準点 3点

茨城県 古河市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 7.2㎢ 土地水資源局国土調査課 共同測量(株)
結城市 H19.3.10 街区多角点 基準点 7.2㎢ (株)コウノ
下妻市 街区点 その他 7.2㎢ 関東測量設計(株)
筑西市

茨城県 鹿嶋市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 4点 茨城県　　鹿嶋市 ホコタ設計コンサルタンツ
H19.3.10

㈱下川設計
(株)三喜コンサルタント

茨城県 桜川市 H18.10.10 砂防計画 15000 空　三 108点 茨城県　筑西土木事務所 朝日航洋(株)
H19.3.15 2500 数値図化 93㎢

茨城県 桜川市 H18.10.12 基準点の整備 １級 基準点 7点 茨城県　　桜川市 やまと技研(株)
H19.2.28 2級 基準点 12点

茨城県 ひたちなか市 H18.10.23 漁港整備 ２級 水　準 2点 茨城県大洗港湾事務所 (株)ミカミ
H18.11.25

茨城県 筑西市 H19.1.10 区画整理事業 ２級 基準点 10点 茨城県筑西土地改良事務
下妻市 H19.3.23 ４級 基準点 150点

茨城県 土浦市 H19.2.7 公共基準点維持 ２級 基準点 1点 茨城県　　土浦市 大栄測量設計(株)
H19.3.20

茨城県 守谷市 H19.3.12 ２級 基準点 2点
H19.3.23 ３級 基準点 2点

茨城県 大子町 H17.4.19 砂防計画 空　三 99点 茨城県 大宮土木事務所 中日本航空(株)
H17.9.30 2500 数値図化 88.5㎢

茨城県 土浦市 H17.12.1 土地区画整理 ３級 基準点 5点 土浦市 (有)林測量設計
かすみがうら市 H18.3.15 ４級 基準点 20点

３級 水　準 3点
４級 水　準 1点

1000 平　板 0.1㎢
500 平　板 0.2㎢

茨城県 大子町 H17.11.1 砂防計画 10000 空　三 155点 茨城県常陸大宮土木事務 国際航業(株)
H18.3.15 2500 数値図化 174.8㎢

茨城県土地改良事業団体
連合会

茨城県土地改良事業団体
連合会

財団法人茨城県農林振興
公社

日立市川尻観音前土地区
画整理組合

畜産基盤再編総
合整備事業

測量地域 事業量
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

茨城県 笠間市 H17.11.20 砂防計画 10000 空　三 96点 茨城県　水戸土木事務所 (株)パスコ
H18.3.15 2500 数値図化 78.8㎢

茨城県 土浦市 H17.11.28 都市計画 2500 数値図修正 81.8㎢ 土浦市 国際航業(株)
H18.3.18

茨城県 古河市 H17.10.27 ２級 基準点 25点 東武計画(株)
栃木県 小山市 H18.3.27 ４級 基準点 65点

藤岡町 500 平　板 0.4㎢
佐野市

埼玉県 北川辺町
茨城県 土浦市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 15.7㎢ 土地水資源局　国土調査 日拓測量設計(株)

石岡市 H18.2.21 街区多角点 基準点 15.7㎢ (株)広和設計
大洗町 街区点 基準点 15.7㎢ 総合技研(株)

茨城県 古河市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 15.3㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)めいわ
つくば市 H18.2.20 街区多角点 基準点 15.3㎢ 大和測量設計(株)

街区点 基準点 15.3㎢ つくば設計(株)
茨城県 龍ケ崎市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 19.5㎢ 土地水資源局　国土調査 ホコタ設計コンサルタンツ

水海道市 H18.1.30 街区多角点 基準点 19.5㎢
取手市 街区点 基準点 19.5㎢ (株)下川設計
神栖市 (株)三喜コンサルタント

茨城県 水戸市 H17.8.10 地籍調査 街区点 基準点 21.4㎢ 土地水資源局　国土調査 茨城測量設計(株)
H17.12.6 (株)明和技術コンサルタン

(株)玄設計
茨城県 水府村 H17.10.22 砂防計画 2500 数値図化 98.3㎢ 茨城県常陸太田土木事務 アジア航測(株)

日立市 H18.3.15 空　三 77点
金砂郷町

茨城県 古河市 H17.11.30 地盤変動調査 １級 水　準 460㎞ 茨城県 (株)共栄測地
総和町 H18.3.31
三和町
五霞町
境町
猿島町
岩井市
水海道市
守谷市
谷和原村
取手市
牛久市
つくば市
石下町
千代川村
八千代町
土浦市

茨城県 龍ケ崎市 H17.10.26 砂防計画 空　三 32点 茨城県龍ヶ崎土木事務所 昭和(株)
H18.3.15 2500 数値図化 17.3㎢

茨城県 龍ケ崎市 H17.12.15 固定資産資料 12500 カラー撮影 78.2㎢ 龍ケ崎市 朝日航洋(株)
H18.1.31

茨城県 阿見町 H17.12.15 固定資産資料 12500 カラー撮影 65㎢ 阿見町 朝日航洋(株)
H18.1.31

茨城県 常陸大宮市 H17.10.19 砂防計画 2500 数値図化 85.5㎢ 常陸大宮土木事務所 中日本航空(株)
H18.3.25

茨城県 潮来市 H17.12.9 砂防計画 2500 数値図化 34.5㎢ 潮来土木事務所 (株)オオバ
H18.3.15

茨城県 かすみがうら市 H18.1.27 固定資産資料 8000 カラー撮影 48.5㎢ かすみがうら市 アクリーグ(株)
H18.3.31

茨城県 鉾田市　 H18.2.1 砂防計画 10000 空　三 46点 鉾田土木事務所 三和航測(株)
H18.3.30 2500 数値図化 27.8㎢

茨城県 那珂市 H18.2.13 都市計画 10000 撮　影 97.8㎢ 那珂市 国際航業(株)
H18.3.20 2500 数値図化 14.7㎢

2500 写測修正 83.1㎢
茨城県 境町 H17.12.15 固定資産税資料 12500 カラー撮影 69.7㎢ 境町 朝日航洋(株)

五霞町 H18.3.31
茨城県 坂東市 H18.2.16 区画整理 ２級 基準点 4点 茨城県境土地改良事務所

H18.3.24 ４級 基準点 60点
1000 平　板 0.2㎢

茨城県 潮来市 H18.1.27 道路計画 １級 基準点 2点 倉持測量(株)
H18.3.31 ３級 基準点 7点

３級 水　準 3㎞
茨城県 江戸崎町 H16.12.6 ADS40 20cm カラー撮影 52.8㎢ 茨城県　　江戸崎町 (株)パスコ

H17.1.31
茨城県 桜川村 H16.12.1 ADS40 20cm カラー撮影 34.1㎢ 茨城県　　桜川村 (株)パスコ

H17.2.28
茨城県 H15.10.1 道路計画 １級 基準点 5点 常陸河川国道事務所 東武計画(株)

H16.3.10 ３級 基準点 18点
茨城県 古河市 H18.3.18 ２級 基準点 7㎢ 茨城県 境土地改良事務

H18.3.28 ４級 基準点 24㎢

関東地方整備局　利根川
上流河川事務所

固定資産評価資
料
固定資産評価資
料

茨城県土地改良事業団体
連合会

２級基準点網整備
のため

茨城県土地改良事業団体
連合会

区画整理に伴う地
区界測量

関東地方整備局 常陸河
川国道事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

栃木県 宇都宮市 H18.6.5 都市計画 ２級 基準点 2点 栃木県　　宇都宮市 東亜サーベイ(株)
H18.12.20

栃木県 下野市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 8.1㎢ 土地水資源局国土調査課
壬生町 H19.3.10 街区多角点 基準点 8.1㎢
野木町

栃木県 野木町 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 5点 野木町
H19.3.10 ２級 基準点 3点

栃木県 壬生町 H18.6.13 地籍調査 ２級 基準点 4点 壬生町
H19.3.10 ３級 基準点 8点

栃木県 足利市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 10.6㎢ 土地水資源局国土調査課 明和測量(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 10.6㎢ (株)資産管理協会

街区点 基準点 10.6㎢ 東武建設(株)
栃木県 足利市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 7.6㎢ 土地水資源局国土調査課 東亜サーベイ(株)

H19.3.10 街区多角点 基準点 7.6㎢ 中央測工(株)
街区点 基準点 7.6㎢ (株)中央土木工学研究所

栃木県 佐野市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 9.3㎢ 土地水資源局国土調査課 晃洋設計測量(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 9.3㎢ (株)エース設計

街区点 基準点 9.3㎢ (株)公共用地補償研究所
栃木県 真岡市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 6.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)真和技研

矢板市 H19.3.10 街区多角点 基準点 6.8㎢ (株)格和測量設計
河内町 街区点 基準点 6.8㎢ (株)三進

栃木県 日光市 H18.7.31 1級基準点移設 １級 基準点 1点 日光市 協和測量設計(株)
H18.9.18

栃木県 さくら市 H18.8.4 都市計画 2500 数値図化 62.3㎢ さくら市 (株)パスコ
H19.3.9

栃木県 足利市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 24点 栃木県　　足利市 明和測量(株)
H19.3.10 ３級 基準点 77点 東亜サーベイ(株)

(株)資産管理協会
中央測工(株)
東武建設(株)
(株)中央土木工学研究所

栃木県 河内町 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 13点
栃木県　　河内町 真和・格和・三進経常測量

共同企業体
H19.3.10 ３級 基準点 19点

栃木県 真岡市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 13点
栃木県　　真岡市 真和・格和・三進経常測量

共同企業体
H19.3.10 ３級 基準点 22点

栃木県 栃木市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 8.7㎢ 土地水資源局国土調査課 日昌測量設計(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 8.7㎢ (株)都市開発コンサルタン

街区点 基準点 8.7㎢
玉川測量設計(株)

栃木県 栃木市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 5点 栃木県　　栃木市 日昌測量設計(株)
H19.3.10 ３級 基準点 1点 (株)都市開発コンサルタン

玉川測量設計(株)
栃木県 佐野市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 20点 栃木県　　佐野市 晃洋設計測量(株)

H19.3.10 ２級 基準点 16点 (株)エース設計
３級 基準点 33点 (株)公共用地補償研究所

栃木県 佐野市 H18.10.5 道路計画 ３級 基準点 2点 栃木県佐野土木事務所 (株)都市開発コンサルタン
H18.10.31

栃木県 芳賀町 H18.11.1 固定資産 10000 カラー撮影 70.2㎢ 栃木県　芳賀町 アクリーグ(株)
H19.1.31 10000 空　三 112点

栃木県 小山市 H19.1.22 都市計画 １級 成果改算 51点 小山市 (株)都市設計
H19.3.30 ２級 成果改算 149点

栃木県 宇都宮市 H17.1.12
都市再生街区基
本調査

街区点 その他 1.4㎢
土地･水資源局　国土調査
課

第一測工(株)

H17.5.31 (株)共同測量
日本公共測量(株)

栃木県 藤原町 H17.4.25 道路計画 ３級 基準点 4点 栃木県日光土木事務所 群馬測量(株)
H17.8.31

栃木県 佐野市 H17.8.2 都市計画 10000 数値図化 223.5㎢ 佐野市 国際航業(株)
H18.3.20 25000 編　集 132.5㎢

栃木県 宇都宮市 H17.11.15 地盤変動調査 １級 水　準 505㎞ 栃木県 (株)中庭測量コンサルタン
栃木市 H18.3.31
壬生町
真岡市
小山市
佐野市
藤岡町
大平町
足利市
石橋町
国分寺町
二宮町
高根沢町

第一・共同・日本公共共同
企業体

第一・共同・日本公共共同
企業体
第一・共同・日本公共共同
企業体
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

栃木県 鹿沼市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 13.9㎢ 日研測量(株)
日光市 H18.2.20 街区多角点 基準点 13.9㎢ 東洋測量設計(株)
那須塩原市 街区点 基準点 13.9㎢ (株)篠原設計

栃木県 小山市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 10.8㎢ (株)都市設計
H18.1.16 街区多角点 基準点 10.8㎢ (株)栃木測量設計

街区点 基準点 10.8㎢ 中央測量設計(株)
栃木県 那須町 H17.9.5 固定資産税調査 8000 カラー撮影 372.3㎢ 那須町 日研測量(株)

H18.3.31

栃木県 小山市 H17.12.1 土地区画整理 ３級 基準点 7点
小山市乙女下町土地区画
整理組合

(株)都市設計

H18.3.24 ４級 基準点 143点
栃木県 宇都宮市 H17.12.1 土地区画整理 ３級 基準点 6点 宇都宮市 協和測量設計(株)

H18.3.10 ４級 基準点 123点
栃木県 那須町 H17.12.14 砂防計画 2500 数値図化 18㎢ 大田原土木事務所 日研測量(株)

H18.3.24
栃木県 鹿沼市 H17.9.7 地籍調査 １級 基準点 5点 鹿沼市 日研測量(株)

H18.2.20 ３級 基準点 3点 東洋測量設計(株)
(株)篠原設計

栃木県 那須烏山市 H18.2.9 河川計画 2500 数値図修正 58㎢ 常陸河川国道事務所 那須測量(株)
茨城県 城里町 H18.3.31 2500 座標変換 58㎢

常陸大宮市
水戸市
ひたちなか市

栃木県 塩谷町 H16.11.15 砂防計画 2500 数値図化 10.3㎢ 栃木県　矢板土木事務所 玉川測量設計(株)
氏家町 H17.7.30
高根沢町

栃木県 喜連川町 H16.10.29 ADS40 20cm カラー撮影 75.5㎢ 栃木県　　喜連川町 (株)パスコ
H17.3.25

栃木県 氏家町 H16.12.1 ADS40 20cm カラー撮影 50㎢ 栃木県　　氏家町 (株)パスコ
H17.2.28

栃木県 小山市 H16.12.24 都市計画 ADS40 カラー撮影 171.6㎢ 栃木県　　小山市 (株)パスコ
H18.2.28 2500 数値図修正 171.6㎢

2500 座標変換 171.6㎢
栃木県 壬生町 H17.10.1 固定資産 8000 カラー撮影 61㎢ 壬生町 国際航業(株)

H18.3.10
群馬県 嬬恋村 H18.4.21 森林計画 20000 カラー撮影 1480㎢ 群馬県 (株)パスコ

長野原町 H18.11.30
草津町
六合村
中之条町
高山村
東吾妻町

群馬県 板倉町 H18.5.15 宅地開発 ３級 基準点 1点 三陽測量(株)
H18.11.17 ４級 基準点 9点

群馬県 東吾妻町 H18.5.22 確定測量 ２級 基準点 5点 群馬県　　東吾妻町
H18.6.30 ３級 基準点 8点

４級 基準点 41点
群馬県 昭和村 H18.6.5 確定測量 ２級 基準点 2点 群馬県　　昭和村

H18.8.18 ３級 基準点 7点
４級 基準点 0.1㎢

18点
群馬県 安中市 H18.6.27 確定測量 ２級 基準点 4点 群馬県　　安中市

H18.8.27 ３級 基準点 12点
４級 基準点 57点

群馬県 前橋市 H18.6.28 河川計画 ２級 水　準 10.6㎞
独立行政法人 水資源機
構　群馬用水総合事業所

(株)アイ・ディー・エー

H18.9.30 ２級 水　準 10.8㎞ (株)黒岩測量設計事務所
群馬県 渋川市 H18.7.3 確定測量 ３級 基準点 2点 群馬県　　渋川市

H18.7.15 ４級 基準点 4点
群馬県 桐生市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 8.5㎢ 土地水資源局国土調査課

H19.3.10 街区多角点 基準点 8.5㎢
街区点 基準点 8.5㎢

群馬県 館林市 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 8.3㎢ 土地水資源局国土調査課
H19.3.10 街区多角点 基準点 8.3㎢

街区点 基準点 8.3㎢
群馬県 渋川市 H18.8.21 確定測量 ２級 基準点 2点 行幸田北部土地改良区

H18.12.18 ３級 基準点 11点
４級 基準点 35点

群馬県 桐生市 H18.6.13 地籍調査 １級 基準点 65点 桐生市
H19.3.10 ２級 基準点 6点

群馬県 館林市 H18.6.1 地籍調査 ２級 基準点 2点
館林市 フジ開発・測研・三守・経常

測量共同企業体
H19.3.10 ３級 基準点 8点

群馬県 沼田市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 6.5㎢ 土地水資源局国土調査課 両毛測量(株)
吉井町 H19.3.10 街区多角点 基準点 6.5㎢ 富岡測量設計(株)

街区点 基準点 6.5㎢ (株)横田調査設計

固定資産評価資
料

群馬県企業局板倉ﾆｭｰﾀｳ
ﾝ販売ｾﾝﾀｰ

固定資産評価資
料

土地・水資源局　国土調査
課

土地・水資源局　国土調査
課

群馬県土地改良事業団体
連合会

群馬県土地改良事業団体
連合会

群馬県土地改良事業団体
連合会

群馬県土地改良事業団体
連合会
開発技術・アコン・群馬・経
常測量共同企業体

フジ開発・測研・三守・経常
測量共同企業体

群馬県土地改良事業団体
連合会

開発技術・アコン・群馬・経
常測量共同企業体
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

群馬県 沼田市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 2点 群馬県　　沼田市 両毛測量(株)
H19.3.10 ２級 基準点 8点 富岡測量設計(株)

３級 基準点 21点 (株)横田調査設計
群馬県 中之条町 H18.8.1 下水道計画 500 数値図化 0.7㎢ 群馬県　　中之条町 藤和航測(株)

H19.2.28
群馬県 板倉町 H18.10.2 総合計画 １級 基準点 35点 群馬県　　板倉町 (株)パスコ

H18.12.20 ２級 基準点 4点
群馬県 伊勢崎市 H18.8.22 郵便地図調整 街区三角点 基準点 10.6㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)高崎測量

太田市 H19.3.10 街区多角点 基準点 10.6㎢ 朝日測量(株)
みどり市 街区点 基準点 10.6㎢ 新井調査設計(株)

群馬県 大泉町 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 7.3㎢ 土地水資源局国土調査課 三陽測量(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 7.3㎢ (株)黒岩測量設計事務所

街区点 基準点 7.3㎢
(株)富士測量設計事務所

群馬県 大泉町 H18.8.22 地籍調査 １級 基準点 5点 群馬県　　大泉町 山陽測量(株)
H19.3.10 (株)黒岩測量設計事務所

(株)富士測量設計事務所
群馬県 沼田市 H18.8.11 砂防堰堤計画 ２級 基準点 4点 利根川水系砂防事務所 東洋測量設計(株)

H19.2.28 ４級 基準点 166点
500 平　板 0.3㎢

縦横断 1.8㎞
群馬県 中之条町 H18.11.1 都市計画 10000 カラー撮影 4㎢ 中之条町 藤和航測(株)

H19.2.28 2500 空　三 4点
2500 数値図化 4㎢
2500 編　集 3.3㎢

群馬県 みどり市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 3点 みどり市 (株)高崎測量
H19.3.10 新井調査設計(株)

朝日測量(株)
群馬県 上野村 H16.12.14 砂防計画 2500 数値図化 159.1㎢ 藤岡土木事務所 (株)オオバ

吉井町 H17.11.30
鬼石町

群馬県 伊勢崎市 H17.6.23 都市計画 2500 数値図修正 139.3㎢ 伊勢崎市 都市設計(株)
H18.3.15 2500 既成図数値化 24.4㎢

15000 撮　影 139.3㎢
群馬県 沼田市 H17.7.26 道路計画 ２級 基準点 4点 利根川水系砂防事務所 技研測量設計(株)

片品村 H17.12.22 ４級 基準点 70点
500 平　板 0.1㎢

路　線 0.3㎞
用地 その他 0.1㎢

群馬県 前橋市 H17.6.23 都市計画 2500 座標変換 74.3㎢ 前橋市 技研測量設計(株)
H18.3.17 2500 写測修正 93.9㎢

10000 編　集 93.9㎢
群馬県 沼田市 H17.10.24 森林計画 ２級 基準点 4点 関東森林管理局 技研測量設計(株)

H17.12.28
群馬県 みなかみ町 H17.6.16 固定資産調査 8000 撮　影 178.1㎢ みなかみ町 国土情報開発(株)

H18.3.15
群馬県 伊勢崎市 H17.3.24 防災計画 航空レーザ 100㎢ 利根川上流河川事務所 国際航業(株)

玉村町 H18.1.31
栃木県 藤岡町

野木町
埼玉県 本庄市

加須市
茨城県 古河市

取手市
千葉県 野田市

我孫子市
群馬県 館林市 H17.11.17 地盤変動調査 １級 水　準 520㎞ 群馬県 関東測量(株)

伊勢崎市 H18.3.24
新町
玉村町
板倉町
明和町
千代田町
大泉町
邑楽町
前橋市
高崎市
太田市
藤岡市
吉井町

群馬県 高崎市 H17.9.9 地籍調査 街区点 基準点 14.7㎢ 技研測量設計(株)
H17.12.20

群馬県 高崎市 H17.9.9 地籍調査 街区点 基準点 20.9㎢
土地・水資源局　国土調査
課

関東測量(株)

H18.1.6 上武測量設計(株)

土地・水資源局　国土調査
課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

群馬県 前橋市 H17.12.15 土地区画整理 ２級 基準点 4点 前橋市 技研測量設計(株)
H18.3.7 ４級 基準点 13.3㎢

群馬県 前橋市 H18.2.6 土地区画整理 ３級 基準点 6点 前橋市 三陽測量(株)
H18.3.24 ４級 基準点 42点

群馬県 沼田市 H18.2.10 その他 ２級 基準点 9点 沼田市
H18.3.20 ３級 基準点 37点

４級 基準点 209点
群馬県 伊勢崎市 H17.10.6 地籍調査 １級 基準点 20点 伊勢崎市 プロファ設計(株)

H18.3.13 ２級 基準点 17点 協和測量設計(株)
群馬県 伊勢崎市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 6㎢ プロファ設計(株)

H18.3.13 街区多角点 基準点 9.3㎢ 協和補償コンサルタント
街区点 基準点 12.6㎢

群馬県 前橋市 H18.3.27 宅地開発 ３級 基準点 4点 前橋工業団地造成組合 両毛測量(株)
H18.6.23 ４級 基準点 32点

500 平　板 0.1㎢
1000 平　板 0.1㎢

群馬県 子持村 H16.2.25 砂防計画 2500 数値図化 117.3㎢ 群馬県　渋川土木事務所 利根コンサルタント(株)
赤城村 H17.1.31
北橘村
吉岡町
榛東村
伊香保町

群馬県 東村 H15.12.20 河川管理 ２級 基準点 21点 渡良瀬川河川事務所 日昌測量設計(株)
栃木県 足尾町 H16.3.25
群馬県 東村 H15.12.20 河川管理 ２級 基準点 21点 渡良瀬川河川事務所 関東測量(株)

大間々町 H16.3.25
群馬県 水上町 H17.9.10 河川管理 ２級 基準点 29点 (株)協和テクノ

新治村 H18.2.28 ３級 基準点 39点
沼田市 ２級 水準 55km

３級 水準 38km
群馬県 板倉町 H17.11.15 宅地開発 ２級 水準 2.2km, 2点 関東測量(株)

H18.2.17 ３級 基準点 2点
４級 基準点 15点
１級 座標変換 1点
２級 座標変換 1点
３級 座標変換 1点

埼玉県 蓮田市 H18.6.15 土地区画整理 １級 基準点 8点 蓮田市 昭和(株)
H18.8.25 ２級 基準点 12点

３級 基準点 4点
３級 成果改算 26点

埼玉県 所沢市 H18.7.3 土地区画整理 ２級 基準点 2点 埼玉県　　所沢市 画地測量設計(株)
H19.3.28 ４級 基準点 0.1㎢

42点
埼玉県 草加市 H18.6.22 土地区画整理 ４級 基準点 155点 埼玉県　　草加市 昭和(株)

H19.1.4 ３級 水　準 8.2㎞
500 平　板 0.7㎢

埼玉県 吉見町 H18.7.18 都市計画 ３級 基準点 57点 埼玉県　　吉見町 (株)新日本エグザ
H18.11.10

埼玉県 久喜市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 11.9㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)塩崎テクノブレイン
伊奈町 H19.3.10 街区多角点 基準点 11.9㎢
白岡町 街区点 基準点 11.9㎢

埼玉県 秩父市 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 7.1㎢ 土地水資源局国土調査課 井田・上武・武甲共同企業
H19.3.10 街区多角点 基準点 7.1㎢

街区点 基準点 7.1㎢
埼玉県 行田市 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 18.3㎢ 土地水資源局国土調査課 カツミテクノ(株)

加須市 H19.3.10 街区多角点 基準点 18.3㎢
羽生市
菖蒲町

埼玉県 飯能市 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 5.2㎢ 土地水資源局国土調査課
H19.3.10 街区多角点 基準点 5.2㎢

埼玉県 坂戸市 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 8.9㎢ 土地水資源局国土調査課 ミカミ・武州・司共同企業体
鶴ケ島市 H19.3.10 街区多角点 基準点 8.9㎢
日高市
鳩山町

埼玉県 春日部市 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 13.3㎢ 土地水資源局国土調査課
幸手市 H19.3.10 街区多角点 基準点 13.3㎢
宮代町
杉戸町
松伏町

埼玉県 鴻巣市 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 16.16㎢ 土地水資源局国土調査課 共和コンサルタント(株)
蓮田市 H19.3.10 街区多角点 基準点 16.16㎢

埼玉県 桶川市 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 14.3㎢ 土地水資源局国土調査課
北本市 H19.3.10 街区多角点 基準点 14.3㎢

埼玉県 飯能市 H18.8.1 ２級 成果改算 22点 (株)日測
H18.9.30 ３級 成果改算 330点

世界測地系への
座標変換

群馬県土地改良事業団体
連合会

土地・水資源局　国土調査
課

関東地方整備局利根川ダ
ム統合管理事務所

群馬県企業局　板倉ﾆｭｰﾀ
ｳﾝ販売ｾﾝﾀｰ

関東・西部・セントラル共同
企業体

アクアテルス・北関東設計・
経常測量共同企業体

ヤマト・北武蔵・東洋共同
企業体

独立行政法人 都市再生
機構 埼玉地域支社
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

埼玉県 蓮田市 H18.6.14 地籍調査 １級 基準点 6点 蓮田市 共和コンサルタント(株)
H19.3.10 ２級 基準点 30点

３級 基準点 20点
埼玉県 鴻巣市 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 22点 鴻巣市 共和コンサルタント(株)

H19.3.10
埼玉県 羽生市 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 10点 羽生市 カツミテクノ(株)

H19.3.10 ２級 基準点 20点
埼玉県 久喜市 H18.6.15 地籍調査 １級 基準点 32点 久喜市 (株)塩崎テクノブレイン

H19.3.10
埼玉県 白岡町 H18.6.15 地籍調査 １級 基準点 32点 白岡町 (株)塩崎テクノブレイン

H19.3.10
埼玉県 深谷市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 11.6㎢ 土地水資源局国土調査課 富士測地(株)

H19.3.10 街区多角点 基準点 11.6㎢ (株)アタル開発
街区点 基準点 11.6㎢ サクラプランニング

埼玉県 草加市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 24㎢ 土地水資源局国土調査課 太平洋航業(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 24㎢

街区点 基準点 24㎢
埼玉県 新座市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 13.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)GIS関東

H19.3.10 街区多角点 基準点 13.8㎢
街区点 基準点 13.8㎢

埼玉県 三郷市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 23㎢ 土地水資源局国土調査課 埼玉測量設計(株)
八潮市 H19.3.10 街区多角点 基準点 23㎢ 浦和測量設計(株)
吉川市 街区点 基準点 23㎢ 第一測量設計（株）

埼玉県 北本市 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 17点
埼玉県　　北本市 ヤマト・北武蔵・東洋共同

企業体
H19.3.10 ２級 基準点 25点

３級 基準点 20点
埼玉県 草加市 H18.7.31 地籍調査 ３級 基準点 95点 埼玉県　　草加市 太平洋航業(株)

H19.3.10
埼玉県 新座市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 29点 埼玉県　　新座市 (株)GIS関東

H19.3.10 ２級 基準点 80点
３級 基準点 25点

埼玉県 八潮市 H18.7.31 地籍調査 ３級 基準点 11点 埼玉県　　八潮市 埼玉測量設計(株)
H19.3.10 第一測量設計(株)

浦和測量設計(株)
埼玉県 三郷市 H18.7.31 地籍調査 ３級 基準点 164点 埼玉県　　三郷市 埼玉測量設計(株)

H19.3.10 第一測量設計(株)
浦和測量設計(株)

埼玉県 吉川市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 11点 埼玉県　　吉川市 埼玉測量設計(株)
H19.3.10 ２級 基準点 17点 第一測量設計(株)

３級 基準点 56点 浦和測量設計(株)
埼玉県 朝霞市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 2点 埼玉県　　朝霞市 (株)大洋画地

H19.3.10 ３級 基準点 99点

埼玉県 栗橋町 H18.10.10 土地区画整理 １級 基準点 1点
栗橋・大利根土地区画整
理組合一部事務組合

昭和(株)

大利根町 一部 H18.11.30 ２級 基準点 8点
３級 基準点 10点

埼玉県 深谷市 H18.10.30
世界測地系への
座標変換

１級 基準点 16点
埼玉県　　深谷市 昭和(株)

H18.12.18 １級 座標変換 15点
埼玉県 行田市 H18.11.6 道路計画 ２級 基準点 6点 埼玉県　　行田市 昭和(株)

H18.12.22
埼玉県 幸手市 H18.6.1 地籍調査 ３級 基準点 423点 埼玉県　　幸手市 (株)アクアテルス

H19.3.10 北関東測量設計(株)
埼玉県 伊奈町 H18.9.25 土地区画整理 ２級 基準点 3点 埼玉県　　伊奈町 昭和(株)

H19.2.20 ３級 基準点 20点
埼玉県 本庄市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 9.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)本州

小川町 H19.3.10 街区多角点 基準点 9.8㎢
寄居町 街区点 基準点 9.8㎢

埼玉県 鳩ケ谷市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 33.2㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)大洋画地
朝霞市 H19.3.10 街区多角点 基準点 33.2㎢

埼玉県 桶川市 H18.12.20 総合計画 ２級 基準点 3点 埼玉県　　桶川市 昭和(株)
H19.3.20

埼玉県 熊谷市 H19.1.12 地籍調査 ２級 基準点 1点 埼玉県　　熊谷市 昭和(株)
H19.2.28

埼玉県 行田市 H18.10.17 地籍調査 街区点 その他 17.4㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)アクアテルス
加須市 H19.2.9
羽生市

埼玉県 和光市 H17.6.1 道路台帳 ３級 基準点 81点 和光市 昭和(株)
H18.3.31

埼玉県 越谷市 H17.8.1 土地区画整理 ２級 基準点 8点 (株)日測
H18.3.31

埼玉県 熊谷市 H17.7.25 土地区画整理 500 平　板 59.6㎢ 熊谷市 昭和(株)
H18.8.31 ２級 座標変換 3点

３級 基準点 23点
４級 基準点 257点

独立行政法人都市再生機
構埼玉地域支社
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

埼玉県 川越市 H17.8.10 土地区画整理 ２級 基準点 1点 川越市 埼玉県住宅供給公社
H18.3.31 ３級 基準点 5点

４級 基準点 26点
500 平　板 0.1㎢

埼玉県 栗橋町 H17.9.5 道路台帳 ３級 基準点 1点 栗橋町 東武計画(株)
H18.3.17 ４級 基準点 12点

埼玉県 上尾市 H17.10.1 土地区画整理 ３級 基準点 8点 上尾市原市北部第二土地 昭和(株)
H18.3.20 ４級 基準点 84点

500 平　板 0.3㎢
埼玉県 花園町 H17.9.30 河川管理 ２級 基準点 109点 荒川上流河川事務所 埼玉測量設計(株)

寄居町 H18.2.28 ４級 基準点 290点
川本町 ２級 水　準 45㎞
江南町
熊谷市
大里町
行田市
吹上町
吉見町
鴻巣市
北本市
川島町
川越市
上尾市
富士見市
さいたま市
志木市
戸田市
朝霞市
和光市

埼玉県 東松山市 H17.9.30 河川管理 ２級 基準点 37点 荒川上流河川事務所 (株)日測
鳩山町 H18.2.28 ４級 基準点 226点
都幾川村 ２級 水　準 5㎞
川越市
毛呂山町
鶴ヶ島市
坂戸市
川島町
嵐山町

埼玉県 羽生市 H17.9.22 都市計画 5000 カラー撮影 58.6㎢ 羽生市 日本空間情報技術(株)
H18.3.20 10000 カラー撮影 58.6㎢

埼玉県 岡部町 H17.10.20 都市計画 2500 数値図化 68.2㎢ 深谷市 アジア航測(株)
川本町 H18.3.31
花園町

埼玉県 熊谷市 H17.8.8 地籍調査 ２級 基準点 18点 熊谷市 (株)富士測量
H18.1.23 高橋測量設計(株)

ユニオン測量(株)
井田起業(株)
(株)上武測地
(有)武甲測量

埼玉県 三郷市 H17.11.17 都市計画 10000 カラー撮影 30.4㎢ 三郷市 国際航業(株)
H18.3.10 2500 数値図化 30.4㎢

埼玉県 上尾市 H17.8.9 地籍調査 ３級 座標変換 241点 上尾市 (株)ヤマト測建

H17.12.8
(株)北武蔵調査測量設計
事務所
東洋測地調査(株)

埼玉県 H17.11.22 地盤変動調査 １級 水　準 920㎞ 埼玉県 太平洋航業(株)
H18.3.27 国際測地(株)

埼玉県 熊谷市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 10.5㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)富士測量
H18.1.23 街区多角点 基準点 10.5㎢ 高橋測量設計(株)

街区点 基準点 10.5㎢ ユニオン測量(株)
埼玉県 熊谷市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 4.8㎢ 土地水資源局　国土調査 井田起業(株)

H17.12.2 街区多角点 基準点 4.8㎢ (株)上武測地
街区点 基準点 4.8㎢ (株)武甲測量

埼玉県 川口市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 16.9㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)大洋画地
H17.12.26 街区多角点 基準点 16.9㎢

埼玉県 川口市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 26㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)本州
H18.3.6 街区多角点 基準点 26㎢

埼玉県 狭山市 H17.8.8 地籍調査 街区三角点 基準点 12.2㎢ 土地水資源局　国土調査 山晃測量設計(株)
入間市 H17.12.8 街区多角点 基準点 12.2㎢ 大成測量設計(株)

赤沢測量設計(株)
埼玉県 上尾市 H17.8.9 地籍調査 街区多角点 基準点 17.2㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)ヤマト測建

H17.12.19
(株)北武蔵調査測量設計
事務所
東洋測地調査(株)
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

埼玉県 志木市 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 14.9㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)ミカミ・アイエヌジー
富士見市 H17.12.27 街区多角点 基準点 14.9㎢ 武州測量(株)
ふじみ野市 司測量設計調査(株)

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 １級 座標変換 68点
土地・水資源局　国土調査
課

太平洋航業(株)

H18.1.23 ２級 座標変換 34点

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 １級 座標変換 72点
土地・水資源局　国土調査
課

埼玉コンサルタント(株)

H18.2.13 ２級 座標変換 61点

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 20.7㎢
土地・水資源局　国土調査
課

塩川設計測量(株)

H18.2.3 街区多角点 基準点 20.7㎢

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 15㎢
土地・水資源局　国土調査
課

カツミテクノ(株)

H18.1.16 街区多角点 基準点 15㎢

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 31.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

共和コンサルタント(株)

H18.2.10 街区多角点 基準点 31.3㎢

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 19.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

埼玉測量設計(株)

H18.1.26 街区多角点 基準点 19.3㎢ 第一測量設計(株)
浦和測量設計(株)

埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 20.6㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)GIS関東

H18.1.27 街区多角点 基準点 20.6㎢

埼玉県 川越市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 24.4㎢
土地・水資源局　国土調査
課

三協測量設計(株)

H18.2.13 街区多角点 基準点 24.4㎢ 高瀬測量設計(株)
(株)サンケイコンサルタント

埼玉県 所沢市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 24.2㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)塩崎テクノブレイン

H18.2.20 街区多角点 基準点 24.2㎢
埼玉県 春日部市 H17.7.26 都市計画 １級 基準点 22点 春日部市 (株)アタル開発

H18.3.24 ２級 基準点 31点
埼玉県 さいたま市 H17.11.21 地盤変動調査 １級 水　準 122㎞ さいたま市 国際航業(株)

H18.3.22
埼玉県 寄居町 H17.12.16 固定資産資料 5000 カラー撮影 64.2㎢ 寄居町 国際航業(株)

H18.3.27

埼玉県 草加市 H17.11.11 道路敷地調査 １級 基準点 5点
関東地方整備局北首都国
道事務所

司測量設計調査(株)

八潮市 H18.3.17 ２級 基準点 5点 日南技術(株)
三郷市 ３級 基準点 8点 三和測量設計(株)

４級 基準点 245点 アジア航測(株)
オオバ調査測量(株)

埼玉県 所沢市 H17.11.18
世界測地系への
座標転換

３級 成果改算 8点
所沢市 朝日航洋(株)

H18.3.10 ３級 基準点 6点
埼玉県 秩父市 H17.11.1 固定資産資料 ADS40 20cm カラー撮影 304.9㎢ 秩父市 (株)パスコ

H18.3.27
埼玉県 さいたま市 H17.9.7 地籍調査 １級 座標変換 145点 さいたま市 太平洋航業(株)

H18.2.13 ２級 座標変換 109点 塩川設計測量(株)
３級 座標変換 847点 共和コンサルタント(株)

(株)GSI関東
埼玉コンサルタント(株)
都市開発設計(株)
カツミテクノ(株)
埼玉測量設計(株)
第一測量設計(株)
浦和測量設計(株)

埼玉県 深谷市 H17.12.5 固定資産資料 4000 カラー撮影 137.6㎢ 深谷市 朝日航洋(株)
H18.6.30

埼玉県 伊奈町 H17.12.22 土地区画整理 ３級 基準点 21点
埼玉県伊奈新都市建設事
務所

昭和(株)

H18.3.28
埼玉県 川越市 H17.9.7 地籍調査 １級 基準点 2点 川越市 三協測量設計(株)

H18.2.13 ２級 基準点 9点 高瀬測量設計(株)
３級 基準点 15点 (株)サンケイコンサルタント

埼玉県 鶴ケ島市 H18.1.25 基準点の移設 ２級 基準点 1点 日高市 関東工営(株)
H18.3.15

埼玉県 さいたま市 H18.1.28 都市計画 ２級 基準点 48点 さいたま市 (株)GIS関東
H18.3.31 ３級 基準点 212点 塩川設計測量(株)

３級 基準点 225点
埼玉県 川越市 H17.12.8 道路台帳 ２級 基準点 16点 測建技術(株)

H18.3.24 ３級 基準点 25点
４級 基準点 229点

関東地方整備局　大宮国
道事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

埼玉県 鴻巣市 H17.12.10 道路台帳 ２級 基準点 25点 (株)こうそく
行田市 H18.3.24 ３級 基準点 37点

４級 基準点 186点
500 平板・修正 0.1㎢

埼玉県 三郷市 H18.1.5 地籍調査 ２級 基準点 3点 さいたま地方法務局
H18.3.31 ３級 基準点 5点

埼玉県 春日部市 H17.12.8 道路台帳 ２級 基準点 23点 (株)八州
杉戸町 H18.3.24 ３級 基準点 35点

４級 基準点 174点
埼玉県 川島町 H18.2.9 地籍調査 １級 基準点 38点 川島町 (株)ミカミ

H18.10.31 ２級 基準点 11点
３級 基準点 176点

埼玉県 さいたま市 H17.12.8 道路台帳 ２級 基準点 10点 大宮国道事務所 (株)八州
H18.3.3 ３級 基準点 13点

４級 基準点 124点
埼玉県 和光市 H16.8.2 土地区画整理 ３級 基準点 4点 埼玉県　　和光市 共和コンサルタント(株)

H17.3.31 ４級 基準点 73点
500 平　板 0.2㎢

埼玉県 川口市 H16.11.12 土地区画整理 ３級 基準点 28点 埼玉県　　川口市 太平洋航業(株)
H18.3.24 ４級 基準点 253点

埼玉県 名栗村 H16.11.18 総合計画 20000 カラー撮影 58.6㎢ 埼玉県　　飯能市 (株)パスコ
H17.2.28 5000 数値図化 21.4㎢

5000 既成図数値化 37.2㎢
10000 編　集 58.6㎢
25000 編　集 58.6㎢
50000 編　集 58.6㎢

埼玉県 上福岡市 H16.12.1 道路台帳 ２級 基準点 12点 埼玉県　　上福岡市 国際航業(株)
H17.2.28

埼玉県 さいたま市 H17.8.8 土地区画整理 500 平　板 0.1㎢ さいたま市 昭和(株)
H18.3.10 ４級 基準点 76点

埼玉県 さいたま市 H16.7.1 土地区画整理 １級 座標変換 4点 埼玉県　　さいたま市 昭和(株)
H17.2.28 ３級 座標変換 21点

４級 座標変換 101点
３級 基準点 133点

埼玉県 桶川市 H18.2.1 土地区画整理 ２級 基準点 2点 昭和(株)
H18.3.20 2級改測 基準点 2点

３級 基準点 10点
３級改測 基準点 1点

埼玉県 滑川町 H17.12.5 土地区画整理 ２級 基準点 7点 滑川町月輪土地区画整理組大和測量(株)
H18.3.15 ３級 基準点 24点

４級 基準点 495点
埼玉県 入間市 H17.8.29 道路計画 ３級 基準点 6点 入間市 豊和コンサルタント(株)

H18.3.24
埼玉県 所沢市 H17.8.29 道路計画 ３級 基準点 10点 所沢市 豊和コンサルタント(株)

H18.3.24

埼玉県 さいたま市 H17.12.9
固定資産税調査・
都市計画

UltraCAMD カラー撮影 217.5㎢
さいたま市 (株)パスコ

H18.2.28
埼玉県 所沢市 H17.7.10 土地区画整理 ３級 基準点 29点 (株)八州

H18.3.17 ４級 基準点 268点
500 その他 0.2㎢

埼玉県 新座市 H17.11.4 土地区画整理 500 平　板 0.1㎢ 新座市 昭和(株)
H18.3.24 ２級 基準点 3点

４級 基準点 24点
３級 水　準 3.3㎞
４級 水　準 1.4㎞

埼玉県 松伏町 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 9点
松伏町 アクアテルス・北関東設計・

経常測量共同企業体
H19.3.10 ３級 基準点 24点

埼玉県 秩父市 H18.6.1 地籍調査 ２級 基準点 15点 秩父市 井田・上武・武甲共同企業
H19.3.10 ３級 基準点 80点

埼玉県 川越市 H17.8.22 都市計画 2500 数値図化 109.2㎢ 川越市 (株)パスコ
H18.3.17 10000 編　集 109.2㎢

15000 編　集 109.2㎢
埼玉県 狭山市 H17.11.14 道路台帳 ３級 基準点 6点 狭山市 朝日航洋(株)

H18.3.31
千葉県 館山市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 5.7㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)コーケン

H19.3.10 街区多角点 基準点 5.7㎢ (株)サン測量設計
街区点 基準点 5.7㎢ 高木測量(株)

千葉県 木更津市 H18.4.20 土地区画整理 ２級 基準点 3点 (株)GIS関東
H18.6.30 ３級 基準点 22点

４級 基準点 434点
境界点 その他 5825点

千葉県 八千代市 H18.6.15 ２級 成果改算 20点 大和測量設計(株)
H18.7.14

所沢都市計画事業第二上
新井特定土地区画整理事

木更津市請西第三土地区
画整理組合

関東地方整備局　大宮国
道事務所

関東地方整備局　大宮国
道事務所

埼玉公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

桶川市坂田東特定土地区
画整理組合

独立行政法人都市再生機
構千葉地域支社

世界測地系への
座標変換
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

千葉県 館山市 H18.6.15 ほ場整備 ３級 成果改算 6点
H19.3.12 ３級 基準点 8点

４級 基準点 26.7㎞
千葉県 八街市 H18.7.24 排水路計画 ２級 基準点 1点 八街市 (株)大竹測量設計

H18.9.30 ３級 基準点 2点
千葉県 八千代市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 13.6㎢ 土地水資源局国土調査課 サン・ジオテック(株)

H19.3.10 街区多角点 基準点 13.6㎢
千葉県 銚子市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 11.1㎢ 土地水資源局国土調査課

旭市 H19.3.10 街区多角点 基準点 11.1㎢
千葉県 木更津市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 21.4㎢ 土地水資源局国土調査課 前田・井上・栄向共同企業

袖ケ浦市 H19.3.10 街区多角点 基準点 21.4㎢

千葉県 柏市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 23.8㎢
土地水資源局国土調査課 国内・あびこ・西山測量共

同企業体
H19.3.10 街区多角点 基準点 23.8㎢

千葉県 流山市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 14.6㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)協振技建
H19.3.10 街区多角点 基準点 14.6㎢

千葉県 八千代市 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 3点 八千代市 サン・ジオテック(株)
H19.3.10 ２級 基準点 11点

千葉県 流山市 H18.6.15 地籍調査 ３級 基準点 189点 流山市 (株)協振技建
H19.3.10

千葉県 銚子市 H18.6.13 地籍調査 １級 基準点 7点
銚子市 コーケン・サン・高木経常測

量共同企業体
H19.3.10

千葉県 柏市 H18.6.15 地籍調査 ２級 基準点 45点
柏市 国内・あびこ・西山測量共

同企業体
H19.3.10

千葉県 東金市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 14.1㎢ 土地水資源局国土調査課 昭和(株)
四街道市 H19.3.10 街区多角点 基準点 14.1㎢
八街市 街区点 基準点 14.1㎢
富里市
酒々井町

千葉県 我孫子市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 12.2㎢ 土地水資源局国土調査課 国内調査測量(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 12.2㎢ あびこ測量(株)

西山測量(株)
千葉県 鎌ケ谷市 H18.7.20 地籍調査 街区三角点 基準点 18㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)オオバ

印西市 H19.3.10 街区多角点 基準点 18㎢
白井市
栄町

千葉県 君津市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 9.5㎢ 土地水資源局国土調査課
H19.3.10 街区多角点 基準点 9.5㎢

千葉県 浦安市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 12.2㎢ 土地水資源局国土調査課 京葉測量(株)
H19.3.10 街区多角点 基準点 12.2㎢

千葉県 芝山町 H18.7.20 都市計画 2500 写測修正 8.7㎢ 千葉県　　芝山町 京葉測量(株)
H18.12.25 2500 座標変換 8.7㎢

千葉県 富里市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 1点 千葉市　　富里市 昭和(株)
H19.3.10

千葉県 我孫子市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 11点 千葉県　　我孫子市
H19.3.10 ２級 基準点 22点

３級 基準点 19点
千葉県 四街道市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 8点 四街道市 昭和(株)

H19.3.10 ２級 基準点 4点
千葉県 君津市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 27点 千葉県　　君津市 前田測量(株)

H19.3.10 ２級 基準点 45点 井上測量設計(株)
３級 基準点 8点 栄向測量設計(株)

千葉県 浦安市 H18.7.31 地籍調査 ３級 基準点 19点 千葉県　　浦安市 京葉測量(株)
H19.3.10

千葉県 茂原市 H18.8.22 地籍調査 １級 基準点 3点 千葉県　　茂原市 光和測量(株)
H19.3.10 ２級 基準点 5点 千葉セントラル測量(株)

３級 基準点 8点
富士測量(株)

千葉県 茂原市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 10.7㎢ 土地水資源局国土調査課 光和測量(株)
勝浦市 H19.3.10 街区多角点 基準点 10.7㎢ 千葉セントラル測量(株)
いすみ市 街区点 基準点 10.7㎢ 富士測量(株)

千葉県 館山市 H18.8.22 地籍調査 ３級 基準点 16点 千葉県 (株)コーケン
H19.3.10 (株)サン測量設計

高木測量(株)
千葉県 八街市 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 1点 千葉県　　八街市 昭和(株)

H19.3.10
千葉県 鎌ケ谷市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 42点 千葉県　　鎌ケ谷市 (株)オオバ

H19.3.10
千葉県 八街市 H18.10.6 道路計画 １級 基準点 1点 八街市 (有)ランドプラス

H18.11.30
千葉県 酒々井町 H18.7.31 地籍調査 １級 基準点 1点 千葉県　　酒々井町 昭和株式会社

H19.3.10 ２級 基準点 2点
千葉県 袖ケ浦市 H18.12.15 基準点移設 ３級 基準点 1点 千葉県　　袖ケ浦市 コスモ測量設計(株)

H19.3.20

前田・井上・栄向共同企業
体

千葉県土地改良事業団体
連合会

コーケン・サン・高木経常測
量共同企業体

国内・あびこ・西山測量共
同企業体

独立行政法人　緑資源機
構　安房南部建設事業所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

千葉県 白浜町 H17.6.1 ほ場整備 ３級 基準点 12点
H18.3.20 ４級 基準点 47点

千葉県 富里市 H17.5.20 砂防計画 12500 カラー撮影 159.4㎢ (株)パスコ
多古町 H17.12.31 2500 数値図化 4.8㎢
芝山町

千葉県 袖ケ浦市 H17.4.27 都市計画 12500 カラー撮影 45㎢ 千葉県　　袖ケ浦市 三和航測（株）
H17.12.9 2500 写測図化 8㎢

千葉県 船橋市 H17.6.20 都市計画 2500 写測修正 85.6㎢ 船橋市 アジア航測(株)
H18.3.30 10000 カラー撮影 85.6㎢

千葉県 野田市 H17.5.25 都市計画 2500 数値図化 14.8㎢ 千葉県　　野田市 (株)パスコ
H18.3.25 2500 数値図修正 4.8㎢

千葉県 芝山町 H17.6.21 都市計画 2500 写測修正 11.3㎢ 千葉県　　芝山町 京葉測量(株)
H18.1.31 2500 座標変換 11.3㎢

千葉県 印西市 H17.7.25 都市計画 4000 カラー撮影 53.5㎢ 印西市 (株)パスコ
H18.3.24 500 数値図化 53.5㎢

1000 数値図化 53.5㎢
2500 数値図化 53.5㎢

千葉県 柏市 H17.9.9 都市計画 2500 数値図修正 114.9㎢ 柏市 国際航業(株)
H18.3.24 2500 既成図数値化 114.9㎢

千葉県 松戸市 H17.7.26 道路台帳 ２級 基準点 8点 千葉国道事務所 アジア航測(株)
H18.6.30 ３級 基準点 13点

４級 基準点 65点
500 平　板 0.3㎢

千葉県 野田市 H17.11.1 土地区画整理 500 平　板 0.3㎢
野田市清水公園駅東土地
区画整理組合

東武計画(株)

H18.3.31 ３級 基準点 15点
４級 基準点 140点

千葉県 千葉市 H17.10.10 地籍調査 ２級 基準点 59点 千葉市 石井測量(株)
H18.2.11

千葉県 八千代市 H17.7.9 都市計画 2500 数値図修正 51.3㎢ 八千代市 三和航測(株)
H18.3.10 2500 座標変換 51.3㎢

千葉県 流山市 H17.9.9 都市計画 2500 数値図修正 35.3㎢ 流山市 (株)パスコ
H18.3.31 2500 座標変換 35.3㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 35.3㎢
千葉県 木更津市 H17.7.26 道路台帳 ２級 基準点 4点 千葉国道事務所 (株)アタル開発

H18.7.31 ３級 基準点 6点
４級 基準点 32点

千葉県 大網白里町 H17.10.4 総合計画 ３級 基準点 13点 大網白里町 (株)つくも
H18.3.24

千葉県 松戸市 H17.11.1 都市計画 2500 数値図化 61.3㎢ 松戸市 国際航業(株)
H18.3.24

千葉県 千葉市 H17.10.15 地籍調査 ２級 基準点 25点 千葉市 サン・ジオテック(株)
H18.3.13

千葉県 市原市 H17.11.21 土地区画整理 １級 基準点 1点 市原市 日本測地設計(株)
H17.12.20 ３級 基準点 10点

４級 基準点 101点
出来形確認 平　板 20.3㎢

千葉県 八街市 H17.11.15 都市計画 12500 カラー撮影 74.9㎢ 八街市 (株)写測
H18.3.24 2500 写測修正 74.9㎢

10000 編　集 74.9㎢
千葉県 流山市 H17.11.15 地盤変動調査 １級 水　準 1849㎞ 千葉県 (株)八州

松戸市 H18.3.25 (有)常葉
船橋市 国際測地(株)
浦安市 (株)協立コンサルタンツ
千葉市 大東測量(株)
市原市
袖ケ浦市
木更津市
東金市
勝浦市
茂原市
銚子市
佐原市
成田市
八街市
君津市
富津市
浦安市
野田市

千葉県 光町 H17.12.14 農業水利事業 ２級 基準点 5点
農林水産省関東農政局両
総農業水利事務所

国際航業(株)

H18.3.9 ３級 基準点 9点
４級 基準点 47点

縦横断 2.4㎞
千葉県 野田市 H17.12.5 都市計画 2500 数値図化 5.4㎢ 野田市 (株)パスコ

H18.3.25

千葉県　印旛地域整備セ
ンター　成田整備事務所

千葉県土地改良事業団体
連合会

千葉県安房農林振興セン
ター
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

千葉県 千葉市 H17.12.14 地盤変動調査 １級 水　準 225.5㎞ 千葉市 (株)八州
H18.3.27

千葉県 富津市 H17.9.6 道路計画 １級 基準点 3点 千葉国道事務所 協立測量(株)
富浦町 H18.3.24 ３級 基準点 23点

４級 基準点 115点
３級 水　準 8.7㎞
４級 水　準 10.2㎞

千葉県 富浦町 H17.12.20 道路台帳 １級 基準点 1点 千葉国道事務所 (株)ヤチホ
H18.3.24 ３級 基準点 23点

４級 基準点 86点
３級 水　準 4.2㎞
４級 水　準 11㎞

千葉県 千葉市 H17.12.1 固定資産資料 ADS40 20cm カラー撮影 272.1㎢ 千葉市 (株)パスコ
H18.3.31

千葉県 東金市 H18.1.13 農業水利 ３級 基準点 7点
関東農政局両総農業水利
事業所

土浦ジステック(株)

H18.3.8 ４級 基準点 39点
路　線 2.73㎞

千葉県 館山市 H17.12.26 固定資産資料 10000 カラー撮影 110.2㎢ 館山市 国際航業(株)
H18.3.31

千葉県 茂原市 H18.1.20 土地区画整理 ２級 基準点 5点
茂原市高師小林土地区画
整理組合

千葉県まちづくり公社

H18.3.25 ３級 基準点 8点
４級 基準点 109点

千葉県 三芳村 H18.1.10 砂防計画 12500 カラー撮影 255㎢ 安房地域整備センター (株)パスコ
白浜町 H18.3.25 2500 数値図化 7㎢
千倉町
丸山町
富浦町
鋸南町
富山町

千葉県 大網白里町 H18.1.16 水利事業 ３級 基準点 7点
関東農政局両総農業水利
事業所

永代エンヂニヤリング(株)

H18.3.16 ４級 基準点 77点
路　線 5.9㎞

千葉県 館山市 H18.1.17 砂防計画 2500 数値図化 11㎢ 安房地域整備センター 国際航業(株)
H18.3.25

千葉県 茂原市 H18.1.18 水利事業 ３級 基準点 6点
関東農政局両総農業水利
事業所

内外エンジニアリング(株)

H18.3.8 ４級 基準点 67点
路　線 5.8㎞

千葉県 成田市 H18.1.30 土地区画整理 ３級 基準点 11点
成田市公津西土地区画整
理組合

昭和(株)

H18.3.30 ４級 基準点 100点
500 平　板 0.1㎢

千葉県 成田市 H18.1.27 都市計画 2500 写測修正 35.7㎢ 成田市 京葉測量(株)
H18.3.17 2500 座標変換 35.7㎢

千葉県 旭市 H18.2.13 基準点新設 １級 基準点 1点 旭市 (株)つくも
H18.3.10

千葉県 習志野市 H17.10.6 地籍調査 １級 基準点 2点 習志野市 (株)コーケン
H18.3.3 ２級 水　準 11点 (株)サン測量設計

高木測量(株)

千葉県 船橋市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 1㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)写測

H18.2.14 街区多角点 基準点 16.4㎢ 新日本測量設計(株)
(株)坂田測量設計事務所

千葉県 船橋市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 1.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)中庭測量コンサルタン
ト

H18.2.27 街区多角点 基準点 11.9㎢

千葉県 船橋市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 3.5㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)コーケン

習志野市 H18.3.3 街区多角点 基準点 9.7㎢ (株)サン測量設計
街区三角点 基準点 2.5㎢ 高木測量(株)
街区多角点 基準点 7.2㎢

千葉県 松戸市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 12.5㎢
土地・水資源局　国土調査
課

石井測量(株)

H18.2.17 街区多角点 基準点 12.2㎢ (株)ちばとち
東関東測量設計(株)

千葉県 松戸市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 8.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

国内調査測量(株)

H18.1.30 街区多角点 基準点 8.5㎢ あびこ測量(株)
西山測量(株)

千葉県 松戸市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 4.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

協栄測量設計(株)

H18.1.19 街区多角点 基準点 7.2㎢ 新日本測量設計(株)
ふさ測量(株)
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千葉県 松戸市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 2㎢
土地・水資源局　国土調査
課

石井測量(株)

野田市 H18.3.6 街区多角点 基準点 2.6㎢ (株)ちばとち
街区三角点 基準点 16㎢ 東関東測量設計(株)
街区多角点 基準点 12.3㎢

千葉県 成田市 H17.10.7 地籍調査 街区三角点 基準点 6.5㎢
土地・水資源局　国土調査
課

復建調査設計(株)

H18.1.23 街区多角点 基準点 7.2㎢

千葉県 木更津市 H18.2.14 土地区画整理 １級 座標変換 1点
木更津市中尾・伊豆島土
地区画整理組合

(株)パスコ

H18.3.31 ２級 座標変換 5点
３級 座標変換 23点
４級 座標変換 524点

簡級 座標変換 7934点
千葉県 鴨川市 H18.2.7 都市計画 2500 数値図化 3㎢ 鴨川市 (株)パスコ

H18.3.24
千葉県 船橋市 H18.1.4 地籍調査 街区三角点 基準点 7.7㎢ 土地・水資源局 国土調査 (株)しんとう計測

H18.3.31 街区多角点 基準点 7.7㎢

千葉県 習志野市 H18.1.4 地籍調査 街区三角点 基準点 11.4㎢
土地・水資源局 国土調査
課

(株)コーケン

H18.3.31 街区多角点 基準点 11.4㎢ (株)サン測量設計
高木測量(株)

千葉県 船橋市 H18.1.4 地籍調査 街区三角点 基準点 7.7㎢ 土地・水資源局 国土調査 石井測量(株)
H18.3.31 街区多角点 基準点 7.7㎢ (株)千葉土地区画整理協

東関東測量設計(株)

千葉県 市原市 H18.4.20 ほ場整備 １級 基準点 3点
千葉県千葉農林振興セン
ター

千葉県土地改良事業団体
連合会

H19.3.20 ３級 基準点 25点
１級 座標変換 4点
３級 座標変換 3点

千葉県 千葉市 H16.7.1 土地区画整理 ３級 基準点 20点
千葉市稲毛北土地区画整
理組合

(株)オオバ

H18.3.31 ４級 基準点 176点

千葉県 成田市 H16.9.20 砂防計画 12500 カラー撮影 65㎢
千葉県県土整備部河川環
境課

(株)パスコ

鴨川市 H17.3.20 2500 数値図化 65㎢

千葉県 富山町 H18.2.20 ほ場整備 ３級 基準点 2点
千葉県安房農林振興センタ千葉県土地改良事業団体

連合会
H18.9.30 ４級 基準点 3.9㎢

３級 座標変換 1点
千葉県 木更津市 H15.9.1 都市計画 １級 座標変換 42 千葉県　　木更津市 (有)飛鳥測量設計

H16.4.25 ２級 座標変換 107
千葉県 市原市 H15.9.19 都市計画 10000 カラー撮影 517.4㎢ 千葉県　　市原市 アジア航測(株)

H18.3.10 2500 数値図修正 368.2㎢
千葉県 千葉市 H17.9.26 道路資料作成 ２級 基準点 4㎢ 千葉国道事務所 第一航業(株)

H18.6.30 ３級 基準点 6㎢
４級 基準点 33㎢

千葉県 鴨川市 H17.8.1 ほ場整備 １級 基準点 3点
長狭中央土地改良区 千葉県土地改良事業団体

連合会
H18.3.10 ３級 基準点 2点

４級 基準点 14km
３級 座標変換 4点

千葉県 野田市 H17.5.30 土地区画整理 ３級 基準点 19点
野田市船形土地区画整理
組合

(株)オオバ

H17.9.30
千葉県 君津市 H17.8.30 都市計画 2500 写測修正 40.7㎢ 君津市 京葉測量(株)

H18.2.28

千葉県 印西市 H17.11.17
世界測地系へ座
標転換

２級 基準点 4点
印西市木下・竹袋土地区
画整理組合

(株)中庭測量コンサルタン
ト

H18.3.31

千葉県 旭市 H18.6.13 地籍調査 １級 基準点 4点
旭市 コーケン・サン・高木経常測

量共同企業体
H19.3.10

千葉県 東金市 H17.11.21 道路台帳 500 平　板 4.2㎞
関東地方整備局千葉国道
事務所

(株)中庭測量コンサルタン
ト

八街市 H18.7.31 ２級 基準点 8点
３級 基準点 13点
４級 基準点 63点

千葉県 浦安市 H18.1.1 総合計画 5000 カラー撮影 17㎢ 浦安市 国際航業(株)
H18.3.31 2500 数値図修正 17㎢

2500 座標変換 17㎢
千葉県 富津市 H17.9.1 都市計画 2500 写測修正 35.3㎢ 富津市 三和航測(株)

H18.3.24 2500 座標変換 33.6㎢
東京都 三鷹市 H17.11.17 固定資産資料 5000 カラー撮影 16.5㎢ 三鷹市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
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東京都 町田市 H17.12.9 総合計画 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 71.6㎢ 町田市 アジア航測(株)
H18.6.30

東京都 町田市 H18.4.25 下水道計画 ３級 基準点 2点 東京都　　町田市 (株)協栄サーベー
H18.5.31 ４級 基準点 118点

東京都 稲城市 H18.5.29 土地区画整理 ３級 基準点 0.3㎢
稲城上平尾土地区画整理
組合設立準備会

大和測量(株)

H18.7.31 10点
３級 水　準 9㎞

東京都 江東区 H18.6.12 道路計画 ２級 基準点 6点 首都国道事務所 西武測量設計(株)
H18.10.31 ４級 基準点 125点

３級 水　準 5.3㎞
500 平　板 0.2㎢

縦横断 5.3㎞

東京都 北区 H18.2.2 都市計画 ２級 基準点 6点
独立行政法人　都市再生
機構 東京都心支社

(株)八州

H18.7.10 ３級 基準点 2点
４級 基準点 22点

東京都 八王子市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 17.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)中庭測量コンサルタン
H19.3.17 街区多角点 基準点 17.8㎢

東京都 八王子市 H18.6.15 地籍調査 街区三角点 基準点 19㎢
土地水資源局国土調査課 東京測量調査設計事業協

同組合
昭島市 H19.3.10 街区多角点 基準点 19㎢
あきる野市

東京都 東村山市 H18.6.30 地籍調査 街区三角点 基準点 15.3㎢ 土地水資源局国土調査課 多摩測量設計事業協同組
H19.3.17 街区多角点 基準点 15.3㎢

東京都 東村山市 H18.6.16 地籍調査 ３級 基準点 104点 東村山市 多摩測量設計事業協同組
H19.3.10

東京都 昭島市 H18.6.15 地籍調査 ３級 基準点 104点
昭島市 東京測量調査設計事業協

同組合
H19.3.10

東京都 国分寺市 H18.6.16 地籍調査 ２級 基準点 21点 国分寺市 (株)協立コンサルタント
H19.3.10 ３級 基準点 84点

東京都 多摩市 H18.8.1 都市計画 ３級 基準点 9点
独立行政法人都市再生機
構 東日本支社

(株)URリンケージ

町田市 H18.10.31
東京都 日野市 H18.7.19 道路台帳 ３級 基準点 27点 相武国道事務所 国際測地(株)
八王子市 一部 H18.10.31 ４級 基準点 170点
東京都 江戸川区 H18.9.11 土地区画整理 ３級 基準点 7点 江戸川区 昭和(株)

H19.3.5 ４級 基準点 75点
東京都 稲城市 H18.10.10 土地区画整理 ３級 基準点 0.3㎢ 大和測量(株)

H18.12.30 2点
３級 水　準 9㎞

東京都 町田市 H18.6.27 確定測量 ３級 基準点 4点 東京都 (株)協栄サーベー
H19.1.16

東京都 世田谷区 H18.10.4
市街地再開発事
業

３級 基準点 2点
都市再生機構　東京都心
支社

(株)日測

H20.5.31 ４級 基準点 44点

東京都 武蔵野市 H18.11.17
防水工事に伴う２
級基準点の復元

２級 基準点 2点
東京都　　武蔵野市 大輝測量(株)

H19.1.26
東京都 町田市 H18.12.25 固定資産 9000 数値撮影 71.6㎢ 町田市 朝日航洋(株)

H19.2.15

東京都 八王子市 H18.11.27
世界測地系へ座
標転換

500 座標変換 126.7㎢
東京都　　八王子市 (株)パスコ

H19.2.28
東京都 江戸川区 H17.5.16 土地区画整理 ３級 基準点 10点 東葛西土地区画整理組合 昭和(株)

H17.6.30 ４級 基準点 75手
500 その他 0.4㎢

東京都 葛飾区 H17.6.8 河川計画 ４級 基準点 40点 江戸川河川事務所 国際航業(株)
足立区 H17.11.23 ２級 水　準 9.7㎞

埼玉県 越谷市 ３級 水　準 31.6㎞
吉川市 ４級 水　準 1.9㎞
三郷市
八潮市
草加市

東京都 葛飾区 H17.1.22
都市再生街区基
本調査

街区点 その他 26.4㎢
土地･水資源局　国土調査
課

(株)大坪コンサルタント

H17.8.31 街区点(特定) その他 0.5㎢
東京都 西東京市 H17.6.28 都市計画 500 数値図化 1.7㎢ 東京都　　西東京市 (株)パスコ

H18.3.15

東京都 千代田区 H17.8.10 土地区画整理 境界測量 その他 0.1㎢
独立法人都市再生機構東
京都心支社

大和測量設計(株)

H17.11.12 街区確定測量 その他 0.1㎢
３級 座標変換 5点

東京都 国立市 H17.9.29 道路管理 ３級 基準点 2点 相武国道事務所 (株)帝国コンサルタント
H17.10.31 ３級 水　準 0.4㎞

稲城小田良土地区画整理
組合設立準備会
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東京都 檜原村 H17.10.7 その他 20000 撮　影 690㎢ 東京国税局 国土地図(株)
八王子市 H17.12.17
奥多摩町
あきる野市
日の出町
青梅市

山梨県 上野原市
東京都 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準 565㎞ 東京都　土木技術研究所 昭和(株)

H18.3.31 (株)八州
東京都 目黒区 H17.8.9 地籍調査 ２級 基準点 38点 目黒区 (株)オオバ

H18.12.5 ３級 基準点 16点
東京都 千代田区 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 18.5㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)日測

中央区 H17.12.22 街区多角点 基準点 18.5㎢
東京都 文京区 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 22.8㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)協振技建

豊島区 H18.1.27 街区多角点 基準点 22.8㎢
東京都 台東区 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 19.5㎢ 土地水資源局　国土調査 多摩測量設計事業協同組

荒川区 H18.2.3 街区多角点 基準点 19.5㎢
東京都 江東区 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 35.2㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)ヤチホ

H18.2.6 街区多角点 基準点 35.2㎢
東京都 目黒区 H17.8.9 地籍調査 街区多角点 基準点 14.6㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)オオバ

H17.12.5
東京都 渋谷区 H17.8.9 地籍調査 街区三角点 基準点 42.8㎢ 土地水資源局　国土調査 昭和(株)

中野区 H17.12.6 街区多角点 基準点 42.8㎢
東久留米市

東京都 杉並区 H17.8.10 地籍調査 街区多角点 基準点 17.3㎢ 土地水資源局　国土調査 第一航業(株)
H18.1.19

東京都 杉並区 H17.8.10 地籍調査 街区多角点 基準点 16.8㎢ 土地水資源局　国土調査 協立測量(株)
H18.1.30

東京都 板橋区 H17.8.10 地籍調査 街区多角点 基準点 31㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)復建技術コンサルタン
H17.12.26

東京都 調布市 H17.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 17.8㎢ 土地水資源局　国土調査 双葉航測(株)
H17.12.12 街区多角点 基準点 17.8㎢ 大和測量設計(株)

(株)イーディシー
東京都 豊島区 H17.8.9 地籍調査 ２級 座標変換 45点 豊島区 (株)協振技建

H18.1.27
東京都 板橋区 H17.8.9 地籍調査 ３級 座標変換 178点 板橋区 (株)復建技術コンサルタン

H17.12.26

東京都 江戸川区 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 26.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)パスコ

H18.1.10 街区多角点 基準点 26.3㎢

東京都 武蔵野市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 33.8㎢
土地・水資源局　国土調査
課

共和コンサルタント(株)

清瀬市 H18.2.13 街区多角点 基準点 33.8㎢
西東京市

東京都 三鷹市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 22.1㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)協立コンサルタンツ

狛江市 H18.3.3 街区多角点 基準点 22.1㎢

東京都 府中市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 62.7㎢
土地・水資源局　国土調査
課

多摩測量設計事業協同組
合

H17.12.19 街区多角点 基準点 62.7㎢

東京都 小金井市 H17.9.8 地籍調査 街区多角点 基準点 16.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

昭和(株)

稲城市 H18.1.6

東京都 小平市 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 18.4㎢
土地・水資源局　国土調査
課

国際測地(株)

H18.1.23 街区多角点 基準点 18.4㎢

東京都 大和市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 16.6㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)パスコ

武蔵村山市 H18.2.20 街区多角点 基準点 16.6㎢
羽村市

東京都 北区 H17.10.5 地籍調査 ３級 基準点 2点 東京都都市整備局 東洋測量(株)
H18.2.27

東京都 稲城市 H17.9.8 地籍調査 ３級 座標変換 32点 稲城市 昭和(株)
H18.2.28

東京都 江東区 H17.12.5 道路台帳 ２級 基準点 12点 東京都 国際航業(株)
江戸川区 H18.3.30 ３級 基準点 65点
港区

東京都 日の出町 H17.11.9 固定資産資料 5000 カラー撮影 28.1㎢ 日の出町 日本空間情報技術(株)
H18.2.24

東京都 福生市 H17.10.20 固定資産資料 5000 カラー撮影 10.2㎢ 福生市 日本空間情報技術(株)
H18.2.24

東京都 青梅市 H17.10.25 固定資産資料 5000 カラー撮影 103.3㎢ 青梅市 日本空間情報技術(株)
H18.2.24

東京都 瑞穂町 H17.10.27 固定資産資料 5000 カラー撮影 9.9㎢ 瑞穂町 日本空間情報技術(株)
H18.2.24
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東京都 杉並区 H17.8.10 地籍調査 ２級 基準点 85点 杉並区 第一航業(株)
H18.1.30 ３級 基準点 513点 協和測量(株)

東京都 小金井市 H17.9.8 地籍調査 ３級 基準点 69点 小金井市 昭和(株)
H18.2.28

東京都 品川区 H17.9.7 地籍調査 ３級 座標変換 241点 品川区 昭和(株)
H18.1.10

東京都 武蔵野市 H17.9.8 地籍調査 ２級 基準点 33点 武蔵野市 (株)八州
H18.2.13 ３級 基準点 181点

東京都 瑞穂町 H18.1.13 土地区画整理 ３級 基準点 25点
瑞穂町殿ヶ谷土地区画整
理組合

(株)ヤチホ

H18.3.31
東京都 清瀬市 H17.9.8 地籍調査 ２級 基準点 36点 清瀬市 (株)八州

H18.2.13
東京都 狛江市 H17.11.1 固定資産資料 5000 カラー撮影 6.4㎢ 狛江市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
東京都 府中市 H17.11.1 固定資産資料 5000 カラー撮影 29.3㎢ 府中市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
東京都 武蔵野市 H17.11.14 固定資産資料 5000 カラー撮影 10.7㎢ 武蔵野市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
東京都 小金井市 H17.10.3 固定資産資料 5000 カラー撮影 11.3㎢ 小金井市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
東京都 調布市 H17.11.30 固定資産資料 5000 カラー撮影 21.5㎢ 調布市 日本空間情報技術(株)

H18.1.31
東京都 八王子市 H17.10.7 地籍調査 １級 座標変換 61点 八王子市 (株)イイヌマ

H18.3.27 ２級 座標変換 42点

東京都 港区 H17.12.6 道路用地 ３級 基準点 24点
関東地方整備局　東京国
道事務所

(株)澤山

中央区 H18.3.24
東京都 三鷹市 H17.9.8 地籍調査 １級 基準点 13点 三鷹市 (株)協立コンサルタンツ

H18.3.3 ２級 基準点 2点
３級 基準点 61点

東京都 狛江市 H17.9.8 地籍調査 １級 基準点 7点 狛江市 (株)協立コンサルタンツ
H18.3.3

東京都 武蔵村山市 H17.9.9 地籍調査 ２級 基準点 27点 武蔵村山市 (株)パスコ
H18.2.20 ３級 基準点 92点

東京都 羽村市 H17.9.9 地籍調査 ２級 基準点 23点 羽村市 (株)パスコ
H18.2.20 ３級 基準点 48点

東京都 東大和市 H17.9.8 地籍調査 ２級 基準点 27点 東大和市 (株)パスコ
H18.2.20 ３級 基準点 15点

東京都 台東区 H17.8.9 地籍調査 ２級 基準点 27点 台東区 多摩測量設計事業協同組
H18.2.3 ３級 基準点 180点

東京都 立川市 H17.4.28
公共基準点設置
のため

３級 基準点 11点
都市再生機構 東日本支
社 立川都市整備事務所

大輝測量(株)

H18.3.20

東京都 八王子市 H17.11.3 河川管理 １級 基準点 14点
関東地方整備局　京浜河
川事務所

(株)小橋

昭島市 H18.3.31 ２級 基準点 20点
あきる野市 ３級 基準点 128点
福生市
羽村市
日の出町
青梅市

東京都 世田谷区 H17.11.3 河川管理 １級 基準点 21点 (株)小橋
狛江市 H18.3.31 3級 基準点 123点
府中市
国立市
立川市
昭島市
八王子市
日野市

神奈川県 川崎市
東京都 八王子市 H18.3.6 道路台帳 ２級 基準点 16点 東京都 第一航業(株)

日野市 H18.3.30 ３級 基準点 27点
奥多摩町

東京都 福生市 H17.12.21 地籍調査 ２級 基準点 25点 福生市 技研測量設計(株)
H18.3.24 ３級 基準点 144点

東京都 奥多摩町 H18.2.22 地形図作成 ２級 基準点 2点 東京都西多摩建設事務所 (株)八州
H18.3.31 ２級 座標変換 6点

5000 カラー撮影 4.2㎢
500 写測図化 0.3㎢

東京都 町田市 H17.12.26 道路台帳 ３級 基準点 5点 町田市 (有)共和技建
H18.3.27

東京都 東久留米市 H18.3.10 道路台帳 ３級 基準点 24点 東久留米市 (株)パスコ
H18.3.31

東京都 昭島市 H18.1.18 地籍調査 １級 基準点 24点 昭島市 東武計画(株)
H18.3.27

関東地方整備局　京浜河
川事務所
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東京都 立川市 H17.10.7 地籍調査 ２級 基準点 19点 立川市 (株)オオバ
H18.3.24 ３級 基準点 63点 技研測量設計(株)

東京都 八王子市 H18.1.18 地籍調査 街区三角点 基準点 17.8㎢ 土地・水資源局 国土調査 (株)中庭測量コンサルタン
H18.3.31 街区多角点 基準点 17.8㎢

東京都 八王子市 H18.1.13 地籍調査 街区三角点 基準点 5.5㎢ 土地・水資源局 国土調査 多摩測量設計事業協同組
H18.3.31 街区多角点 基準点 5.5㎢

東京都 八王子市 H18.1.18 地籍調査 街区三角点 基準点 18㎢ 土地・水資源局 国土調査 東武計画(株)
昭島市 H18.3.31 街区多角点 基準点 18㎢

東京都 八王子市 H17.12.22 地籍調査 街区三角点 基準点 8.9㎢ 土地・水資源局 国土調査 多摩測量設計事業協同組
H18.3.31 街区多角点 基準点 8.9㎢

東京都 立川市 H17.10.21 地籍調査 街区三角点 基準点 10.9㎢ 土地・水資源局 国土調査 技研測量設計(株)
福生市 H18.3.31 街区多角点 基準点 10.9㎢

東京都 八王子市 H17.10.7 地籍調査 街区三角点 基準点 10.5㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)イイヌマ

H18.2.28 街区多角点 基準点 15.8㎢

東京都 立川市 H17.10.7 地籍調査 街区三角点 基準点 9.5㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)オオバ

H18.2.28 街区多角点 基準点 8.7㎢

東京都 日野市 H17.10.7 地籍調査 街区三角点 基準点 4.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

国際測地(株)

国立市 H18.2.27 街区多角点 基準点 10.7㎢
街区三角点 基準点 5㎢
街区多角点 基準点 5.4㎢

東京都 国立市 H16.8.10 地区界測量 ３級 基準点 2点 東京都　　国立市 (株)オオバ
H17.2.28 ４級 基準点 14点

東京都 墨田区 H16.8.5 １級 座標変換 63点 首都高速道路公団
世田谷区 H17.3.20
江東区
大田区
豊島区
練馬区

埼玉県 三郷市
草加市

千葉県 松戸市
市川市
浦安市
流山市

神奈川県 川崎市
横浜市

東京都 奥多摩町 H16.11.1 総合計画 １級 基準点 12点 東京都土木技術研究所 (株)日測
檜原村 H17.3.17 ２級 水　準 14㎞

東京都 八王子市 H16.12.1 道路台帳 ２級 基準点 35点 東京都 太平洋航業(株)
青梅市 H17.3.30 ３級 基準点 39点
東村山市
武蔵村山市

東京都 港区 H16.11.17 道路境界杭調査 ３級 基準点 31点 東京国道事務所 (株)日測
品川区 H17.3.25

東京都 中野区 H17.1.29 都市計画 ３級 座標変換 138点 東京都　　中野区 (株)三山コンサルタンツ
H17.4.25

東京都 葛飾区 H15.10.28 都市計画 ２級 座標変換 150点 葛飾区 (株)パスコ
H16.3.15 ３級 座標変換 426点

東京都 千代田区 H17.7.19 土地区画整理 ３級 基準点 7点
東京都都市整備局第二区
画整理事務所

画地測量設計(株)

H18.3.25

東京都 墨田区 H16.10.4
世界測地系への
座標変換

３級 座標変換 39点
東京都　　墨田区 東京測量調査設計事業協

同組合
H17.1.17

東京都 墨田区 H15.12.1 地籍調査 図根三角点 基準点 12.5㎢ 墨田区 墨田区役所
H16.3.18

東京都 町田市 H15.6.23 土地区画整理 ３級 基準点 10点 野津田東土地区画整理組 (株)オオバ
H17.3.31 ４級 基準点 0.2㎢

東京都 墨田区 H14.10.1 図根三角点 基準点 12.5㎢ 墨田区 墨田区役所
H15.3.31

東京都 国分寺市 H18.6.16 地籍調査 街区三角点 基準点 11㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)協立コンサルタント
H19.3.10 街区多角点 基準点 11㎢

東京都 江東区 H17.11.29 地盤変動調査 １級 水　準 230㎞ 東京都港湾局 (株)協立コンサルタンツ
港区 H18.3.28
中央区
品川区
大田区

東京都 千代田区 H17.8.9 地籍調査 ２級 基準点 33点 千代田区 (株)日測
H17.12.22 ３級 基準点 135点

東京都 荒川区 H17.8.9 地籍調査 ２級 基準点 37点 荒川区 多摩測量設計事業協同組
H18.2.3

東京都 北区 H16.12.25 地籍調査 ３級 基準点 4点 東京都　　北区 (株)ヤチホ
H17.2.27

都市計画（基準点
改測）

(財)首都高速道路技術セン
ター

世界測地系への
変換
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東京都 品川区 H17.9.8 地籍調査 街区三角点 基準点 39.5㎢ 昭和(株)
江戸川区 H18.1.10 街区多角点 基準点 39.5㎢

神奈川県 開成町 H18.1.17 地籍調査 ３級 座標変換 16点 開成町 (株)アクト
H18.3.29

神奈川県 海老名市 H17.12.13 総合計画 ３級 基準点 42点 海老名市 西山測量(株)
H18.3.22

神奈川県 茅ケ崎市 H17.6.14 カラー撮影 35.8㎢ 神奈川県　茅ケ崎市 (株)パスコ
H18.3.24 2500 座標変換 35.8㎢

2500 写測修正 35.8㎢
神奈川県 伊勢原市 H18.4.27 土地区画整理 ２級 基準点 3点 神奈川調査設計(株)

H18.5.31 ３級 基準点 5点
４級 基準点 57点
500 平　板 22.1㎢

神奈川県 小田原市 H18.6.1 総合計画 ２級 基準点 20点 神奈川県　小田原市 三洋測量設計（株）
H19.2.28 ３級 基準点 8点

神奈川県 箱根町 H18.8.1 総合計画 ２級 基準点 5点 神奈川県　箱根町 富士箱根測量(株)
H18.12.20

神奈川県 三浦市 H18.6.16 地籍調査 街区三角点 基準点 8.9㎢
土地水資源局国土調査課 三和・東光測建・経常測量

共同企業体
葉山町 H19.3.10 街区多角点 基準点 8.9㎢

神奈川県 相模原市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 5.2㎢ 土地水資源局国土調査課 (協)測量設計技術センター
愛川町 H19.3.10 街区多角点 基準点 5.2㎢

神奈川県 大磯町 H18.6.1 地籍調査 街区三角点 基準点 11.5㎢ 土地水資源局国土調査課
松田町 H19.3.10 街区多角点 基準点 11.5㎢
真鶴町
湯河原町

神奈川県 平塚市 H18.6.16 地籍調査 街区三角点 基準点 13.7㎢
土地水資源局国土調査課 浅田・共和・富士経常測量

共同企業体
H19.3.10 街区多角点 基準点 13.7㎢

神奈川県 平塚市 H18.6.16 地籍調査 街区三角点 基準点 15.6㎢
土地水資源局国土調査課 神奈川調査・湘南・飯田経

常測量共同企業体
H19.3.17 街区多角点 基準点 15.6㎢

神奈川県 大磯町 H18.8.1 都市計画 2500 座標変換 17.2㎢ 神奈川県　大磯町 国際航業(株)
H19.2.20 2500 数値図化 17.2㎢

5000 編　集 17.2㎢
10000 編　集 17.2㎢
25000 編　集 17.2㎢

神奈川県 湯河原町 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 10点
湯河原町 城山・三洋・望月・経常測

量共同企業体
H19.3.10 ２級 基準点 11点

神奈川県 大磯町 H18.6.1 地籍調査 １級 基準点 16点
大磯町 城山・三洋・望月・経常測

量共同企業体
H19.3.10 ２級 基準点 10点

神奈川県 葉山町 H18.6.16 地籍調査 １級 基準点 20点
葉山町 三和・東光測建・経常測量

共同企業体
H19.3.10 ３級 基準点 5点

神奈川県 茅ケ崎市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 9.2㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)ヤチホ
H19.3.10 街区多角点 基準点 9.2㎢

神奈川県 茅ケ崎市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 17.5㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)八州
寒川町 H19.3.10 街区多角点 基準点 17.5㎢

神奈川県 座間市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 11.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)建成社
H19.3.10 街区多角点 基準点 11.8㎢ (株)アルファ測量設計開発

(株)中央工測事務所
KAC経常測量共同企業体

神奈川県 平塚市 H18.8.10
世界測地系への
座標変換

２級 成果改算 10点
独立行政法人都市再生機
構 神奈川地域支社

(株)中庭測量コンサルタン
ト

H18.9.30

神奈川県 平塚市 H18.6.1 地籍調査 ３級 基準点 361点
神奈川県　平塚市 浅田・共和・富士経常測量

共同企業体

H19.3.10
神奈川調査・湘南・飯田経
常測量共同企業体

神奈川県 相模原市 H18.6.13 地籍調査 １級 基準点 6点 神奈川県　相模原市 (協)測量設計技術センター
H19.3.10 ２級 基準点 9点

３級 基準点 59点
神奈川県 茅ケ崎市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 7点 神奈川県　茅ケ崎市 (株)八州

H19.3.10 ３級 基準点 80点 (株)ヤチホ
神奈川県 寒川町 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 29点 神奈川県　寒川町 (株)八州

H19.3.10 ３級 基準点 102点
神奈川県 伊勢原市 H18.7.31 地籍調査 ３級 基準点 276点 神奈川県　伊勢原市 神奈川調査設計(株)

H19.3.10 湘南測量設計(株)
飯田測量設計(株)

神奈川県 座間市 H18.7.31 地籍調査 ２級 基準点 45点 座間市 (株)建成社
H19.3.10 ３級 基準点 455点 (株)アルファ測量設計開発

(株)中央工測事務所

土地・水資源局　国土調査
課

城山・三洋・望月・経常測
量共同企業体

世界測地系へ座
標転換

伊勢原市東部土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

神奈川県 大和市 H18.6.16 地籍調査 街区三角点 基準点 20.7㎢ 土地水資源局国土調査課 桂測量設計(株)
H19.3.17 街区多角点 基準点 20.7㎢ (有)和田測量設計

(有)キモト測量設計
神奈川県 横須賀市 H18.9.6 地籍調査 街区三角点 基準点 21.8㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)写測

H19.3.10 街区多角点 基準点 21.8㎢ (株)新日本エグザ
(株)坂田測量設計事務所

神奈川県 伊勢原市 H18.7.21 地籍調査 街区三角点 基準点 7.7㎢ 土地水資源局国土調査課 神奈川調査設計(株)
H20.3.10 街区多角点 基準点 7.7㎢ 湘南

飯田測量設計(株)
神奈川県 横須賀市 H18.9.20 トンネル改修 ３級 基準点 2点 横浜国道事務所 第一航業(株)

H19.3.18 ４級 基準点 28点
３級 水　準 3.3㎞

縦横断 0.6㎞
神奈川県 秦野市 H18.10.26 都市計画 2500 数値図化 74.6㎢ 秦野市 国際航業(株)

H19.2.28 10000 数値図化 29㎢
神奈川県 小田原市 H18.9.28 砂防計画 2500 数値図化 44.7㎢ アジア航測(株)

H19.3.20
神奈川県 相模原市 H17.6.1 道路台帳 500 地上数値法 9.3㎢ 神奈川県　相模原市 (株)小橋

H18.3.20 500 座標変換 9.3㎢
神奈川県 小田原市 H17.6.20 総合計画 ２級 基準点 20点 小田原市 (有)石井測量設計事務所

H18.2.28
神奈川県 横須賀市 H17.6.1 都市計画 10000 カラー撮影 100.6㎢ 神奈川県　横須賀市 アジア航測(株)

H18.2.28 2500 数値図修正 100.6㎢
神奈川県 藤沢市 H17.7.6 都市計画 500 数値図修正 69.5㎢ 神奈川県　藤沢市 (株)パスコ

H18.3.31 2500 数値図修正 69.5㎢
2500 座標変換 69.5㎢

10000 編　集 69.5㎢
40000 編　集 69.5㎢

神奈川県 川崎市 H17.8.8 道路計画 ３級 基準点 8点 川崎市 (株)コート設計社
H18.3.22 ３級 基準点 46点

500 平　板 0.1㎢
500 数値図化 0.1㎢

神奈川県 伊勢原市 H17.8.31 都市計画 カラー撮影 55.5㎢ 伊勢原市 国際航業(株)
H18.3.25 2500 数値図修正 55.5㎢

2500 既成図数値化 55.5㎢
神奈川県 茅ケ崎市 H17.9.1 総合計画 １級再測 基準点 15点 茅ヶ崎市 中野設計工務(株)

H18.1.10 １級移設 基準点 16点
神奈川県 海老名市 H17.10.1 地盤変動調査 １級 水　準 57㎞ 海老名市 (有)藤井測量設計

H18.3.31

神奈川県 横浜市 H17.10.20 土地区画整理 ３級 基準点 5点
山内ふ頭周辺地区土地区
画組合

(株)オオバ

H18.3.31 ４級 基準点 0.1㎢
2500 平　板 0.1㎢

神奈川県 横浜市 H17.10.12 砂防計画 2500 数値図化 12.9㎢ 神奈川県　横浜治水事務 (株)パスコ
H18.3.15

神奈川県 藤沢市 H17.11.1 地盤変動調査 １級 水　準 59㎞ 藤沢市 (有)明成測量調査設計
H18.3.31

神奈川県 横浜市 H17.10.6 地盤変動調査 １級 水　準 320㎞ 横浜市 (株)創和測量コンサルタン
H18.3.24

神奈川県 川崎市 H17.11.4 地盤変動調査 １級 水　準 198㎞ 川崎市 (有)アラキコンサルタンツ
H18.3.17

神奈川県 伊勢原市 H17.10.7 砂防計画 2500 数値図化 11.2㎢ 神奈川県　平塚土木事務 応用地質(株)
H18.3.31

神奈川県 寒川町 H17.9.9 地盤変動調査 １級 水　準 21.2㎞ 寒川町 (株)中央測量
H18.3.24

神奈川県 厚木市 H17.11.21 地盤変動調査 １級 水　準 28.5㎞ 厚木市 三枝測量設計(株)
H18.3.31

神奈川県 茅ケ崎市 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準 46.3㎞ 茅ケ崎市 (株)GISイースト
H18.3.18

神奈川県 逗子市 H17.8.10 地籍調査 ２級 座標変換 52点 逗子市 (株)トーアテック
H17.12.26 ３級 座標変換 204点 安武測量設計(株)

相模調査設計(株)
神奈川県 鎌倉市 H17.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 15.8㎢ 土地水資源局　国土調査 (協)測量設計技術センター

H17.12.26 街区多角点 基準点 15.8㎢
神奈川県 鎌倉市 H17.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 16.7㎢ 土地水資源局　国土調査 トーアテック(株)

逗子市 H17.12.26 街区多角点 基準点 16.7㎢ 安武測量設計(株)
相模調査設計(株)

神奈川県 藤沢市 H17.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 45.8㎢ 土地水資源局　国土調査 (株)日新測量設計
H18.2.6 街区多角点 基準点 45.8㎢ 明和測量設計(株)

東湘測量設計(株)

神奈川県 小田原市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 17㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)三和

H18.1.30 街区多角点 基準点 17㎢ (株)東光測建
神奈川県 秦野市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 22.4㎢ 神奈川調査設計(株)

南足柄市 H18.2.6 街区多角点 基準点 22.4㎢ 湘南測量設計(株)
開成町 飯田測量設計(株)

神奈川県　小田原土木事
務所

土地・水資源局　国土調査
課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

神奈川県 大和市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 21.5㎢ (株)建成社
城山町 H18.1.16 街区多角点 基準点 21.5㎢ (株)アルファ測量設計開発

(株)中央工測事務所

神奈川県 伊勢原市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 21.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

桂測量設計(株)

海老名市 H18.2.21 街区多角点 基準点 21.3㎢ (有)和田測量設計
綾瀬市 (有)キモト測量設計
二宮町

神奈川県 鎌倉市 H17.8.10 地籍調査 １級 成果改算 37点 鎌倉市 (協)測量設計技術センター
H17.12.26 ２級 成果改算 52点

３級 成果改算 301点
神奈川県 三浦市 H17.11.28 ADS40 20cm カラー撮影 32.2㎢ 三浦市 (株)パスコ

H18.3.31
神奈川県 海老名市 H17.12.2 総合計画 ２級 基準点 7点 海老名市 (有)和田測量設計

H18.3.1
神奈川県 寒川町 H17.12.5 １級基準点改測 １級 成果改算 18点 寒川町 アジア航測(株)

H18.3.30

神奈川県 山北町 H17.12.1 砂防計画 2500 数値図化 55.5㎢
松田土木事務所 パシフィックコンサルタンツ

(株)
松田町 H18.3.15

神奈川県 城山町 H17.9.9 地籍調査 １級 基準点 2点 城山町 (株)建成社
H18.2.15 ２級 基準点 14点 (株)アルファ測量設計開発

３級 基準点 49点 (株)中央工測事務所
神奈川県 横浜市 H17.12.27 固定資産資料 ADS40 20cm カラー撮影 435㎢ 横浜市財政局 (株)パスコ

H18.3.31
神奈川県 緑区 H18.1.25 土地区画整理 ３級 基準点 7点 (株)オオバ

H19.3.31 ４級 基準点 0.1㎢
500 平　板 0.1㎢

神奈川県 綾瀬市 H17.9.9 地籍調査 １級 座標変換 12点 綾瀬市 桂測量設計(株)
H18.2.21 ２級 座標変換 27点 (有)和田測量設計

３級 座標変換 238点 (有)キモト測量設計
神奈川県 秦野市 H17.9.9 地籍調査 １級 基準点 28点 秦野市 神奈川調査設計(株)

H18.2.6 ２級 基準点 160点 湘南測量設計(株)
飯田測量設計(株)

神奈川県 大和市 H17.9.9 地籍調査 ２級 基準点 18点 大和市 (株)建成社
H18.2.15 ３級 基準点 561点 (株)アルファ測量設計開発

(株)中央工測事務所
神奈川県 平塚市 H17.11.24 地盤変動調査 １級 水　準 104.5㎞ 平塚市 (株)中央測量

H18.3.15
神奈川県 秦野市 H18.1.4 総合計画 ３級 基準点 170点 秦野市 (株)湘南

H18.3.20
神奈川県 厚木市 H17.12.22 砂防計画 2500 数値図化 46㎢ 厚木土木事務所 国際航業(株)

H18.3.15

神奈川県 川崎市 H17.11.9 河川管理 １級 基準点 10点
関東地方整備局　京浜河
川事務所

三枝測量設計(株)

東京都 大田区 H18.3.31 ３級 基準点 206点
世田谷区

神奈川県 鎌倉市 H16.6.4 都市計画 ADS40 カラー撮影 39.5㎢ 神奈川県　鎌倉市 (株)パスコ
H17.3.31 2500 数値図修正 39.5㎢

2500 座標変換 39.5㎢
神奈川県 横浜市 H16.12.1 都市計画 2500 座標変換 452.8㎢ 神奈川県　横浜市 (株)ジャステック

H17.3.25

神奈川県 平塚市 H16.10.28
世界測地系への
座標変換

２級 座標変換 63点
神奈川県　平塚市 アジア航測(株)

H17.3.10

神奈川県 愛川町 H15.10.1 都市計画 １級 基準点 23点 愛川町 朝日航洋(株)
H18.2.28 ２級 基準点 42点

. ３級 水　準 45km
神奈川県 横浜市 H14.9.19 都市計画 10000 撮　影 150㎢ 神奈川県　横浜市 (株)パスコ

H15.3.20 2500 数値図修正 150㎢
2500 座標変換 150㎢

神奈川県 綾瀬市 H17.12.22 都市計画 10000 カラー撮影 22.3㎢ 綾瀬市 朝日航洋(株)
H18.3.17

神奈川県 寒川町 H17.6.3 都市計画 カラー撮影 13.4㎢ 神奈川県　寒川町 (株)パスコ
H18.3.20 2500 数値図修正 13.4㎢

2500 座標変換 13.4㎢
神奈川県 小田原市 H17.9.9 地籍調査 街区三角点 基準点 13.1㎢ (株)城山測量設計

H18.1.17 街区多角点 基準点 13.1㎢ 三洋測量設計(株)
(株)望月測量設計事務所

神奈川県 小田原市 H17.9.9 地籍調査 ２級改測 座標変換 31点 小田原市 (株)城山測量設計
H18.1.30 ３級改測 座標変換 104点 三和測量調査設計(株)

三洋測量設計(株)
(株)東光測建
(株)望月測量設計事務所

固定資産基礎資
料

三保久保中通土地区画整
理組合

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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神奈川県 川崎市 H17.11.29 総合計画 16000 カラー撮影 142.7㎢ 川崎市 アジア航測(株)
H18.3.15

神奈川県 平塚市 H17.11.25 固定資産資料 10000 カラー撮影 67.8㎢ 平塚市 アジア航測(株)
H18.3.20

神奈川県 茅ケ崎市 H16.8.9 道路計画 １級 座標変換 2点 神奈川県　茅ヶ崎市 中野設計工務(株)
H16.12.17 ４級 基準点 20点

４級 水　準 2㎞
500 平　板 0.1㎢

山梨県 甲府市 H17.10.24 地盤変動調査 １級 水準 山梨県 昭和(株)
甲斐市 H18.3.24
笛吹市
昭和町
玉穂町
田富町

山梨県 早川町 H17.3.30 砂防計画 12500 空　三 83点 山梨県 中日本航空(株)
H18.3.10 2500 数値図化 97.5㎢

山梨県 春日居町 H18.2.20 道路台帳 １級 基準点 1点 (株)カワイ
H18.10.31 ２級 基準点 2点

４級 基準点 30点
山梨県 笛吹市 H18.3.17 道路台帳 １級 基準点 4点 峡東建設事務所 (株)カワイ

H18.8.31 ２級 基準点 3点
４級 基準点 9点

山梨県 上野原市 H18.5.22 都市計画 10000 カラー撮影 23.8㎢ 山梨県　　上野原市 (株)テック・エンジニア
H18.12.25 10000 空　三 28点

2500 数値図化 23.8㎢
山梨県 大月市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 5.2㎢ 土地水資源局国土調査課 ㈱ＯＭＴ

中央市 H19.3.10 街区多角点 基準点 5.2㎢ (株)アトラス測量
長野県 茅野市 街区点 基準点 5.2㎢ (株)テック・エンジニア
山梨県 中道町 H17.3.29 道路台帳 １級 基準点 1点 (株)カワイ

H17.8.31 ２級 基準点 1点
４級 基準点 32点

山梨県 甲府市 H17.7.1 砂防計画 10000 空　三 117点 山梨県 (株)パスコ
笛吹市 H18.1.16 2500 数値図化 100.5㎢
甲斐市
牧丘町

山梨県 北杜市 H17.8.25 砂防計画 10000 空　三 96点 山梨県 (株)パスコ
小淵沢町 H18.3.15 2500 数値図化 93㎢

山梨県 富士河口湖町 H17.11.11 下水道計画 4000 カラー撮影 9.1㎢ 富士河口湖町 (株)パスコ
H18.3.10 500 数値図化 1.2㎢

4000 空　三 27点
山梨県 笛吹市 H17.10.24 固定資産資料 10000 カラー撮影 199.9㎢ 笛吹市 朝日航洋(株)

H18.3.31
山梨県 忍野村 H18.1.10 都市計画 10000 カラー撮影 25.2㎢ 忍野村 (株)パスコ

H18.3.31 2500 数値図化 3.1㎢
2500 数値図修正 22.1㎢

山梨県 甲府市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 1.3㎢ 疾測量(株)
富士吉田市 H18.2.17 街区多角点 基準点 0.5㎢ (株)リナン

街区三角点 基準点 3.5㎢ 日新測量(株)
街区多角点 基準点 3.7㎢

街区点 基準点 13.2㎢
街区点 基準点 4㎢

山梨県 南アルプス市 H18.1.31 土地改良 ２級 基準点 6点
山梨県峡中地域振興局農
務部

(株)川口測量設計

H18.3.15
山梨県 山梨市 H16.7.26 土地区画整理 ３級 基準点 7点 山梨県　　山梨市 (株)パスコ

H16.12.18 ４級 基準点 43点
500 平　板 0.1㎢

山梨県 甲府市 H16.10.29
世界測地系への
座標変換

１級 座標変換 8点
山梨県　　甲府市 (株)富士エンジニアリング

H17.2.26 ２級 座標変換 9点 (株)シグマ技研

長野県 丸子町 H16.8.4 砂防計画 2500 数値図修正 47.5㎢ 長野県　上田建設事務所 （株）協同測量社
青木村 H17.3.10
武石村
和田村

長野県 松本市 H17.12.8 下水道台帳 2500 既成図数値化 5.2㎢ 松本市 (株)こうそく
H18.2.3

長野県 松本市 H18.1.5 都市計画 2500 数値図化 3㎢ 松本市 (株)こうそく
H18.3.20 2500 数値図修正 49.2㎢

10000 既成図数値化 83.5㎢
長野県 長野市 H18.4.17 土地区画整理 ２級 基準点 3点 長野市 (株)冨永調査事務所

H18.11.30 ３級 基準点 4点
４級 基準点 49点
500 平　板 0.1㎢

長野県 長和町 H18.4.14 統合型GIS整備 10000 カラー撮影 184㎢ 長和町 (株)こうそく
H18.9.30

土地・水資源局　国土調査
課

山梨県峡東地域振興局
石和建設部

山梨県新環状･西関東道
路建設事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

長野県 塩尻市 H18.5.1 都市計画 12500 撮　影 18㎢ 長野県　　塩尻市 (株)協同測量社
H18.10.31 2500 既成図数値化 12㎢

2500 数値図修正 14.8㎢
長野県 松本市 H18.4.20 固定資産資料 10000 カラー撮影 119㎢ 長野県　　松本市 (株)パスコ

H19.3.31
長野県 箕輪町 H18.4.27 固定資産 12500 カラー撮影 52.8㎢ 長野県　　箕輪町 朝日航洋(株)

H19.3.31
長野県 大町市 H18.7.28 総合計画 10000 編　集 100.2㎢ 長野県　　大町市 (株)こうそく

H18.8.21
長野県 茅野市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 3点 長野県　　茅野市 (株)OMT

H19.3.10 ３級 基準点 10点 (株)アトラス測量
(株)テック・エンジニア

長野県 飯山市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 3点 長野県　　飯山市 国土監理(株)
H19.3.10 ３級 基準点 10点 (株)しな測

(有)須高測量
長野県 上田市 H18.9.15 確定測量 ２級 基準点 2点 長野県上小地方事務所 (有)中村企画

H18.11.24
長野県 木祖村 H18.7.26 土地改良 ３級 基準点 1点 長野県木曽地方事務所 (有)レックプランニング

H19.2.28 ４級 基準点 15点
500 平　板 0.4㎢

長野県 松本市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 7.4㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)日研コンサル
H19.3.10 街区多角点 基準点 7.4㎢

街区点 基準点 7.4㎢
長野県 松本市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 10.6㎢ 土地水資源局国土調査課 ㈱協同測量社

H19.3.10 街区多角点 基準点 10.6㎢
街区点 基準点 10.6㎢

長野県 上田市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 9.2㎢
土地水資源局国土調査課 (株)みすず綜合コンサルタ

ント
小諸市 H19.3.10 街区多角点 基準点 9.2㎢
下諏訪町   街区点 基準点 9.2㎢

長野県 伊那市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 5.5㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)峰コンサル
駒ケ根市 H19.3.10 街区多角点 基準点 5.5㎢ (株)理財

街区点 基準点 5.5㎢ (株)ナカタ
長野県 中野市 H18.8.22 地籍調査 街区三角点 基準点 6.7㎢ 土地水資源局国土調査課 国土監理(株)

飯山市 H19.3.10 街区多角点 基準点 6.7㎢ (株)しな測
千曲市 街区点 基準点 6.7㎢ (有)須高測量
坂城町

長野県 松本市 H18.9.7 地籍調査 ２級 基準点 10点 松本市 (株)アンドー
H19.3.10 ３級 基準点 9点 ㈱協同測量社

長野県 岡谷市 H18.9.6 地籍調査 街区三角点 基準点 11.3㎢ 土地水資源局国土調査課 (株)ワイド
H19.3.10 街区多角点 基準点 11.3㎢

街区点 その他 11.3㎢
長野県 佐久市 H18.10.27 総合計画 12500 カラー撮影 16.2㎢ 佐久市 朝日航洋(株)

H19.3.9 2500 写測修正 16.2㎢
2500 既成図数値化 16.2㎢

長野県 飯島町 H18.10.2 固定資産 12500 数値撮影 46.6㎢ 飯島町 朝日航洋(株)
H19.3.15

長野県 松本市 H17.6.15 都市計画 10000 カラー撮影 259.4㎢ 松本市 (株)こうそく
H18.3.20 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 110㎢

2500 数値図化 26㎢
2500 数値図修正 105㎢
2500 既成図数値化 240㎞

10000 その他 191.4㎢
長野県 穂高町 H17.5.23 固定資産税評価 5000 カラー撮影 72.5㎢ 穂高町 日本空間情報技術(株)

H18.3.20
長野県 長野市 H17.7.13 都市計画 12500 カラー撮影 333.3㎢ 長野県　　長野市 東武計画(株)

H18.3.10 2500 数値図修正 19.9㎢
10000 数値図化 313.4㎢
10000 編　集 19.9㎢

長野県 茅野市 H17.8.8 土地区画整理 １級 基準点 3点 (株)パスコ
H18.3.24 ２級 基準点 1点

３級 基準点 7点
４級 基準点 149点
500 平　板 0.2㎢
500 平　板 0.2㎢

長野県 丸子町 H17.8.12 確定測量 ２級 基準点 2点 長野県上小地方事務所 有限会社 タイム社
H18.2.24

長野県 御代田町 H17.8.1 2500 数値図修正 37.1㎢ 御代田町 (株)協同測量社
H18.3.25 10000 編　集 37.1㎢

10000 既成図数値化 21.7㎢
長野県 松川村 H17.9.1 2500 写測修正 15㎢ 松川村 (株)こうそく

H17.12.20 2500 既成図数値化 15㎢
2500 数値図修正 15㎢

10000 編　集 42.4㎢

都市計画基本図
修正

基本図作成及び既
成図数値化

茅野市西茅野土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

長野県 茅野市 H17.7.29 ほ場整備 500 平　板 0.2㎢ 長野県諏訪地方事務所 (株)内田測量
H18.3.10 ２級 基準点 9点

３級 基準点 9点
４級 基準点 24点

長野県 原村 H17.9.16 8000 カラー撮影 37.3㎢ 長野県　　原村 (株)こうそく
H18.3.10 8000 空　三 60点

長野県 塩尻市 H17.10.21 土地区画整理 ２級 基準点 3点 (株)中庭測量コンサルタン
H18.3.31 500 平　板 0.2㎢

長野県 大町市 H17.10.20 都市計画 15000 カラー撮影 120㎢ 大町市 (株)こうそく
H18.3.10 1000 平　板 5㎢

2500 数値図修正 85㎢
10000 編　集 85㎢

長野県 茅野市 H17.9.2 ほ場整備 ３級 基準点 19点 長野県諏訪地方事務所 (株)日研コンサル
H18.3.10 ４級 基準点 41点

長野県 南箕輪村 H17.10.14 総合計画 10000 カラー撮影 20.8㎢ 南箕輪村 アジア航測(株)
H18.2.28

長野県 佐久市 H17.10.24 都市計画 10000 撮　影 33.9㎢ 佐久市 朝日航洋(株)
H18.3.10 2500 数値図修正 7㎢

2500 写測修正 14.1㎢
2500 既成図数値化 14.1㎢

長野県 中野市 H17.11.17 地籍調査 １級 基準点 1点 長野地方法務局
H18.3.31 ２級 基準点 2点

３級 基準点 9点
４級 基準点 0.2㎢

104点
長野県 上田市 H17.9.7 地籍調査 街区三角点 基準点 10.8㎢

須坂市 H18.2.17 街区多角点 基準点 10.8㎢
街区点 基準点 10.8㎢

長野県 長野市 H17.9.9 地籍調査 街区点 基準点 26.4㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)協同測量社

H18.1.20
長野県 塩尻市 H17.10.20 都市計画 8000 カラー撮影 2.7㎢ 塩尻市 (株)協同測量社

H18.3.20 8000 空　三 2点
1000 数値図化 0.6㎢

長野県 箕輪町 H17.12.20 総合計画 2500 既成図数値化 7.5㎢ 箕輪町 (株)こうそく
H18.3.17 2500 座標変換 7.5㎢

長野県 松本市 H18.1.5 道路台帳 ２級 基準点 1点 第一航業(株)
塩尻市 H18.1.31

長野県 茅野市 H17.11.21 ほ場整備 ３級 基準点 8点 長野県諏訪地方事務所 日本空間情報技術(株)
H18.3.10 ４級 基準点 31点

1000 平　板 0.2㎢
長野県 長野市 H18.1.12 砂防計画 2500 数値図化 2.3㎢ 長野建設事務所 東武計画(株)

H18.3.10

長野県 松本市 H16.6.22 土地区画整理 ２級 基準点 4点
松本市庄内土地区画整理
組合

(株)中庭測量コンサルタン
ト

H17.3.31 ３級 基準点 13点
長野県 千曲市 H16.8.26 総合計画 5000 カラー撮影 89.2㎢ 長野県　　千曲市 大輝測量(株)

H17.2.27 12500 カラー撮影 119.8㎢
長野県 松本市 H16.11.1 文化財調査 １級 基準点 1点 長野県　　松本市 (株)アンドー

H17.3.18 ３級 基準点 2点
４級 基準点 29点
３級 水　準 2㎞

長野県 富士見町 H16.12.14 １級 基準点 7点 富士川砂防事務所 （株）二葉補償リサーチ
H17.2.20

長野県 臼田町 H17.2.28 道路計画 １級 基準点 3点 長野県臼田建設事務所 エイペクス測量設計
H17.3.18 （有）佐久調査設計

長野県 楢川村 H15.3.28 ダム計画 １級 基準点 2点 長野県松本建設事務所 （有）サーベイ・リサーチ
H15.4.30

長野県 諏訪市 H17.7.19 都市計画 2500 数値図修正 40㎢ 諏訪市 (株)パスコ
H18.3.6

長野県 中野市 H18.8.22 地籍調査 ２級 基準点 3点 長野県　　中野市 国土監理(株)
H19.3.10 ３級 基準点 10点 (株)しな測

(有)須高測量
長野県 千曲市 H17.8.22 都市計画 2500 数値図化 72.9㎢ 千曲市 日本空間情報技術(株)

H18.3.20 2500 数値図修正 46.9㎢
10000 数値図化 119.8㎢

長野県 岡谷市 H18.4.14 土地区画整理 ２級 基準点 2点 長野県　　岡谷市 画地測量設計(株)
H18.12.9 ３級 基準点 3点

４級 基準点 47点
500 平　板 0.1㎢

1000 平　板 0.1㎢
長野県 堀金村 H17.8.22 都市計画 8000 カラー撮影 46.1㎢ 堀金村 日本空間情報技術(株)

H18.3.31 2500 数値図修正 27.3㎢
2500 座標変換 49㎢

長野県 佐久市 H17.12.15 砂防計画 2500 数値図化 7.5㎢ 佐久建設事務所 東武計画(株)
軽井沢町 H18.3.14

長野県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

土地・水資源局　国土調査
課

(株)みすず綜合コンサルタ
ント

河川・砂防施設管
理

関東地方整備局長野国道
事務所

塩尻市広丘駅東第二土地
区画整理組合

固定資産課税資
料
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

新潟県 柏崎市 H17.7.27 砂防計画 2500 数値図化 5.9㎢ 新潟県柏崎地域振興局 (株)ナカノアイシステム
H18.3.15

新潟県 小千谷市 H16.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   4点 新潟県長岡地域振興局
H18.3.18 ３級 基準点   11点

４級 基準点 2.0㎢
新潟県 上越市 H17.4.1 その他 8000 カラー撮影 236.0㎢ 新潟県　　上越市 朝日航洋(株)

H18.3.31 直接定位計   1235点
新潟県 新潟市 H17.7.19 都市計画 2500 数値図化 81.5㎢ 新潟県　　新潟市 (株)ナカノアイシステム

H18.3.15
新潟県 新潟市 H17.7.11 河川管理 ２級 基準点   14点 新潟県巻土木事務所 (株)ナカノアイシステム

月潟村 H18.2.28 ３級 基準点   13点
白根市 1000 数値図化 3.9㎢
味方村

新潟県 塩沢町 H17.9.21 ほ場整備 ２級 基準点   4点 塩沢町土地改良区 (株)舘野測量
H18.3.9 ３級 基準点   6点

４級 基準点 0.1㎢
新潟県 上越市 H17.9.1 下水道計画 4000 カラー撮影 20.1㎢ 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム

H18.3.15 500 写測図化 0.5㎢
簡級 水　準  10.0Km

新潟県 三条市 H17.10.1 都市計画 2500 数値図化 131.2㎢ 新潟県　　三条市 朝日航洋(株)
H18.3.20 2500 数値図修正 90.1㎢

新潟県 新潟市 H17.11.14 土地区画整理 ４級 基準点 0.1㎢ 新潟県　　新潟市 昭和(株)
H18.3.22 簡級 水　準  4.0Km

新潟県 新発田市 H17.11.17 河川管理 12500 カラー撮影 25.5㎢ 新潟県新発田地域振興局 (株)オリス
胎内市 H18.3.15 空　三   11Ｍ

2500 数値図化 3.7㎢
４級 基準点   20点
３級 水　準  18.4Km

新潟県 柏崎市 H17.10.15 河川管理 1000 写測図化 1.2㎢ 新潟県柏崎地域振興局 (株)ナカノアイシステム
H18.3.1

新潟県 三条市 H17.4.1 その他 12500 カラー撮影 431.0㎢ 新潟県　　三条市 朝日航洋(株)
栄町 H18.3.31 デジタル カラー撮影 431.0㎢
下田村 直接定位計   10点

新潟県 佐渡市 H16.9.27 土地改良 ２級 基準点   3点 新潟県佐渡地域振興局 (有)協和測量設計事務所
H17.3.10 ３級 基準点   4点

４級 基準点 0.2㎢
1000 基準点 0.2㎢

新潟県 佐渡市 H18.2.14 下水道計画 4000 カラー撮影 4.5㎢ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H18.3.30 500 写測図化 0.4㎢

簡級 水　準  5.7Km
500 既成図数値 0.2㎢

新潟県 新潟市 H17.11.22 地籍調査 ２級 基準点   7点 新潟地方法務局 (株)信越測量設計
H18.2.21 (株)上智

新潟県 三条市 H17.11.15 下水道計画 500 写測図化 0.4㎢ 新潟県　　三条市 (株)ナカノアイシステム
H18.3.14

新潟県 新潟市 H18.2.7 地籍調査 ２級 座標変換   2点 新潟県新潟土木事務所 (株)信越測量設計
H18.2.21 (株)上智

新潟県 新発田市 H17.9.9 下水道計画 ３級 水　準  0.7Km 新潟県　　新発田市 アジア航測(株)
H17.12.7 500 数値図化 0.4㎢

新潟県 新発田市 H17.11.1 下水道計画 4000 カラー撮影 20.0㎢ 新潟県　　新発田市 アジア航測(株)
H18.3.17 500 数値図化 4.1㎢

３級 水　準  26.0Km
直接定位計 20.0㎢

新潟県 上越市 H17.12.7 河川管理 1000 数値図化 0.3㎢ 上越地域振興局 (株)オリス
H18.3.6 １級 基準点   10点

簡級 水　準  3.4Km
新潟県 新潟市 H17.10.17 土地区画整理 ２級 基準点   1点 (株)都計

H19.3.31 ３級 基準点   13点
新潟県 長岡市 H17.10.31 その他 ２級 基準点   7点 新潟県　　長岡市

H18.3.24 ３級 基準点   40点
新潟県 南魚沼市 H17.9.1 地盤変動調査 ２級 水　準  17.0Km 新潟県　　南魚沼市 (株)ナカノアイシステム

H17.12.15
新潟県 塩沢町 H17.9.1 地盤変動調査 ２級 水　準  9.2Km 新潟県　　塩沢町 (株)ナカノアイシステム

H17.12.9
新潟県 新潟市 H18.5.15 土地区画整理 ２級 座標変換   3点 鍋田土地区画整理組合 (株)総合都市開発

H18.6.9
新潟県 南魚沼市 H17.7.20 河川用地 １級 基準点   2点 湯沢砂防事務所 新潟県上越国土測量(株)

H17.8.31 ３級 基準点   2点
新潟県 佐渡市 H18.1.12 河川管理 2500 写測図化 16.8㎢ 新潟県佐渡地域振興局 (株)ナカノアイシステム

H18.3.20 (株)オリス
国際航業(株)

新潟県 荒川町 H18.4.29 道路計画 8000 カラー撮影 49.0㎢ 中日本航空(株)
神林村 H18.7.31 8000 直接定位計 49.0㎢
村上市
朝日村

新潟県 新発田市 H18.4.24 土地区画整理 ２級 基準点   4点 (株)サンワコン
H18.10.31 ３級 基準点   13点

４級 基準点   160点

新潟県土地改良事業団体
連合会

北陸地方整備局　羽越河
川国道事務所

西新発田駅前土地区画整
理組合

測量地域 事業量

新潟県土地改良事業団体
連合会

豊栄インター南土地区画
整理組合

－264－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

新潟県 長岡市 H18.3.1 災害復旧 2500 数値図化 18.1㎢ 新潟県　　長岡市 (株)オリス
H18.3.31

新潟県 新潟市 H18.4.13 道路計画 1000 数値図化 1.8㎢ 新潟県　　新潟市 朝日航洋(株)
H18.8.31

新潟県 佐渡市 H18.6.20 下水道計画 500 写測図化 0.3㎢ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H18.9.7 空　三   4Ｍ

３級 水　準  4.0Km
新潟県 新潟市 H18.5.8 土地区画整理 ２級 座標変換   3点 新津駅西土地区画整理組 (株)総合都市開発

H18.7.20
新潟県 上越市 H18.6.26 下水道計画 500 写測図化 0.3㎢ 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム

H18.9.30 500 座標変換 1.3㎢
３級 水　準  3.1Km

新潟県 佐渡市 H18.7.4 下水道計画 500 写測図化 0.3㎢ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H18.9.21 ３級 水　準  2.0Km

空　三   7Ｍ
新潟県 佐渡市 H16.9.27 土地改良 ２級 基準点   4点 新潟県佐渡地域振興局 (有)協和測量設計事務所

H17.3.10 ３級 基準点   5点
４級 基準点 0.2㎢

1000 平　板 0.2㎢
新潟県 魚沼市 H17.11.4 都市計画 2500 写測図化 51.0㎢ 新潟県　　魚沼市 (株)ナカノアイシステム

H18.2.1
新潟県 上越市 H18.3.7 下水道計画 500 写測図化 0.9㎢ 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム

H18.9.30
新潟県 村上市 H18.5.27 道路台帳 1000 数値図化 1.9㎢ 羽越河川国道事務所 中日本航空(株)

朝日村 H18.7.25
新潟県 上越市 H17.11.8 砂防計画 2500 数値図化 5.5㎢ 新潟県上越地域振興局 国際航業(株)

H18.3.15
新潟県 魚沼市 H17.8.24 砂防計画 2500 数値図化 5.8㎢ 新潟県魚沼地域振興局 中日本航空(株)

H18.3.25
新潟県 新潟市 H17.11.7 地籍調査 街区点 基準点 50.0㎢ （株）ＳＫプランニング

H18.2.9
新潟県 新潟市 H17.11.7 地籍調査 街区三角点 基準点 12.3㎢ (株)信越測量設計

H18.2.21 街区多角点 基準点 12.3㎢ (株)上智
新潟県 五泉市 H17.11.7 地籍調査 街区三角点 基準点 6.7㎢ (株)オリス

燕市 H18.1.26 (株)新和測量設計事務所
東和測量(株)

新潟県 上越市 H17.11.7 地籍調査 街区点 基準点 20.4㎢ (株)信和測量設計社
H17.12.19 (株)東邦コンサルタント

(有)三栄測量
新潟県 新発田市 H17.12.22 地籍調査 街区三角点 基準点 8.1㎢ (株)新和測量設計事務所

H18.3.27
新潟県 新発田市 H18.1.27 地籍調査 １級 基準点   1点 新潟県　　新発田市 (株)新和測量設計事務所

H18.3.27 ２級 基準点   6点
３級 基準点   17点

新潟県 燕市 H18.3.31 地籍調査 １級 座標変換   3点 新潟県　　燕市 (株)オリス
H18.5.31

新潟県 新発田市 H17.9.27 総合計画 航空レーザ 320.0㎢ 新潟県　　新発田市 (株)パスコ
H18.4.30 1000 カラー撮影 320.0㎢

直接定位計 320.0㎢
新潟県 新潟市 H18.8.20 道路計画 1000 数値図化 2.2㎢ 新潟県　　新潟市 朝日航洋(株)

H18.11.30
新潟県 十日町市 H17.8.11 道路計画 １級 基準点   4点 長岡国道事務所

南魚沼市 H18.1.31 ２級 基準点   2点
３級 基準点   8点

新潟県 佐渡市 H18.2.25 河川管理 ２級 水　準   65点 新潟県佐渡地域振興局 (株)オリス
H18.5.20

新潟県 柏崎市 H18.7.5 砂防計画 2500 数値図化 3.4㎢ 新潟県柏崎地域振興局 (株)オリス
H18.12.28 空　三   24Ｍ

新潟県 神林村 H18.11.13 河川管理 12500 カラー撮影 100.0㎢ 羽越河川国道事務所 (株)オリス
荒川町 H19.2.1

新潟県 燕市 H18.11.1 土地区画整理 ２級 基準点   2点 (株)総合都市開発
H18.12.15

新潟県 南魚沼市 H18.7.3 砂防計画 2500 数値図化 7.0㎢ 新潟県南魚沼地域振興局 国際航業(株)
H18.10.8

新潟県 糸魚川市 H18.8.25 砂防計画 2500 数値図化 6.7㎢ 新潟県糸魚川地域振興局 (株)ナカノアイシステム
H18.11.30

新潟県 上越市 H18.10.23 土地区画整理 ２級 基準点   4点 朝日航洋(株)
H19.3.20

新潟県 新潟市 H18.12.4 都市計画 ３級 基準点   5点 新潟県新潟地域振興局 (株)信越測量設計
H19.1.5

新潟県 新潟市 H18.8.20 地盤変動調査 １級 水　準  9.0Km 新潟県　　新潟市 (株)ナカノアイシステム
H18.9.20 ２級 水　準  49.0Km

新潟県 長岡市 H18.9.1 地盤変動調査 ２級 水　準  21.0Km 新潟県　　長岡市 (株)ナルサワコンサルタン
H18.9.30

新潟県 南魚沼市 H18.9.1 地盤変動調査 ２級 水　準  22.0Km 新潟県　　南魚沼市 (株)八州
H18.12.15

新潟県 新潟市 H18.11.10 港湾計画 １級 基準点   1点 (株)ナカノアイシステム
H18.12.9

(株)新潟測量調査設計事
務所

吉田南土地区画整理組合
設立準備委員会

関川東部オフィスアルカ
ディア土地区画整理組合

新潟県新潟地域振興局新
潟港湾事務所

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
局国土調査課長
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

新潟県 佐渡市 H18.10.10 下水道計画 4000 カラー撮影 67.2㎢ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H19.1.22 直接定位計 67.2㎢

３級 水　準  26.3Km
簡級 水　準  18.9Km

新潟県 佐渡市 H18.10.10 下水道計画 4000 カラー撮影 74.2㎢ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H19.1.22 直接定位計 74.2㎢

３級 水　準  21.8Km
簡級 水　準  2.7Km

新潟県 糸魚川市 H18.7.3 地籍調査 １級 座標変換   7点 (株)桑原測量社

H18.12.7

新潟県 新潟市 H18.7.14 港湾計画 ２級 水　準  45.0Km 新潟港湾・空港整備事務 (株)山岸測量事務所
H19.1.31

新潟県 新潟市 H18.8.1 地盤変動調査 ２級 水　準  79.0Km (株)信越測量設計
H18.10.31

新潟県 上越市 H18.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  22.0Km 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム
H19.1.20 ２級 水　準  50.0Km

新潟県 新潟市 H18.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  88.0Km 新潟県 (株)サンワコン
長岡市 H18.12.20 ２級 水　準  91.0Km
新発田市
阿賀野市

新潟県 上越市 H18.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  66.0Km 新潟県 (株)八州
妙高市 H18.12.20 ２級 水　準  86.0Km
南魚沼市

新潟県 上越市 H19.1.25 道路管理 １級 基準点   1点 新潟県　　上越市 (株)桑原測量社
H19.2.20 ２級 基準点   5点

３級 基準点   6点
新潟県 新発田市 H18.8.1 地盤変動調査 ２級 水　準  10.0Km 新潟県　　新発田市 (有)クラシマ測量

H18.12.22
新潟県 長岡市 H18.8.25 ほ場整備 ３級 基準点   13点 新潟県長岡地域振興局 (株)アイテック

H19.2.26 ４級 基準点   77点
新潟県 小千谷市 H18.10.30 地籍調査 ２級 座標変換   1点 新潟県　　小千谷市 (株)ナルサワコンサルタン

H18.12.13
新潟県 南魚沼市 H17.12.20 都市計画 2500 写測図化 46.0㎢ 新潟県　　南魚沼市 (株)ナカノアイシステム

H18.3.31 2500 既成図数値 101.4㎢
2500 数値図修正 101.4㎢
2500 座標変換 101.4㎢

新潟県 村上市 H18.7.10 ほ場整備 ２級 基準点   15点 新潟県村上地域振興局 (株)ナルサワコンサルタン
H19.3.10 ３級 基準点   56点

４級 基準点 3.3㎢
新潟県 五泉市 H18.7.20 ほ場整備 ２級 基準点   7点 新潟県新潟地域振興局

H19.2.28 ３級 基準点   27点
４級 基準点 0.6㎢

新潟県 阿賀町 H18.7.20 ほ場整備 ２級 基準点   1点 新潟県新潟地域振興局
H19.2.28 ３級 基準点   2点

４級 基準点 0.1㎢
新潟県 亀田町 H16.9.6 土地区画整理 ２級 基準点   4点 亀田町東土地区画整理組 （株）アーバンクリエーショ

H19.3.31 ３級 基準点   4点
４級 基準点 0.2㎢

新潟県 柏崎市 H18.9.4 河川管理 1000 数値図化 0.4㎢ 新潟県柏崎地域振興局 (株)ナカノアイシステム
H19.3.15 空　三   6Ｍ

新潟県 燕市 H18.7.10 ほ場整備 ２級 基準点   8点 新潟県新潟地域振興局
H19.2.28 ３級 基準点   9点

４級 基準点 1.6㎢
新潟県 新潟市 H18.8.14 地籍調査 街区点 基準点 24.7㎢ (株)新和測量設計事務所

新発田市 H18.12.5
新潟県 新潟市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 10.1㎢ (株)信越測量設計

阿賀野市 H18.12.11 街区多角点 基準点 10.1㎢ (株)上智
街区点 基準点 10.1㎢

新潟県 長岡市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 12.1㎢ 大原技術(株)
H19.1.5 街区多角点 基準点 12.1㎢ (株)小林設計事務所

街区点 基準点 12.1㎢ (株)十日町測量
新潟県 小千谷市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 7.3㎢ (株)ナルサワコンサルタン

十日町市 H18.12.13 街区多角点 基準点 7.3㎢
魚沼市 街区点 基準点 7.3㎢
南魚沼市

新潟県 新潟市 H18.8.28 道路計画 ４級 基準点   2点 新潟県　　新潟市 (株)山岸測量事務所
H19.3.15 500 平　板 0.1㎢

路　線  0.3Km
新潟県 上越市 H18.10.5 河川管理 1000 数値図化 0.9㎢ 新潟県上越地域振興局 (株)ナカノアイシステム

H18.11.30 1000 既成図数値 3.1㎢
３級 水　準  20.0Km

富山県 礪波市 H16.2.12 下水道計画 ２級 基準点   17点 富山県　　砺波市 (株)上智
H16.7.30

富山県 礪波市 H16.2.12 下水道計画 ３級 基準点   25点 富山県　　砺波市 (株)上智
H16.7.30

国土交通省　土地・水資源
局　国土調査課

新潟県土地改良事業団体
連合会

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

独立行政法人　鉄道運輸・
施設整備支援機構　鉄道
建設本部北陸新幹線第二
建設局

北陸農政局　信濃川水系
土地改良調査管理事務所

新潟県土地改良事業団体
連合会

新潟県土地改良事団体連
合会

－266－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

富山県 富山市 H18.2.15 その他 ４級 基準点   97点 富山地方法務局 (株)寺島コンサルタント
H18.3.31

富山県 富山市 H15.1.6  土地区画整理 ２級 基準点   2点 (株)協和
H16.3.30 ３級 基準点   7点

富山県 大島町 H17.6.9 下水道計画 1000 数値図化 0.9㎢ 富山県　　大島町 (株)パスコ
H17.9.15

富山県 南砺市 H17.11.9 ダム計画 4000 撮　影 38.0㎢ 利賀ダム工事事務所 国際航業(株)
H18.3.24 10000 撮　影 60.0㎢

2500 数値図化 4.9㎢
1000 数値図化 1.7㎢
2500 既成図数値 5.8㎢

航空レーザ 32.0㎢
富山県 氷見市 H18.4.19 地すべり対策 8000 カラー撮影 2.7㎢ 富山県高岡農地林務事務 北陸航測(株)

H18.7.31 8000 空　三   2Ｍ
8000 写測図化 0.2㎢

富山県 黒部市 H18.2.17 海岸保全 1000 数値図修正 7.0㎢ 黒部河川事務所 国際航業(株)
魚津市 H18.3.28 1000 数値図化 7.0㎢
朝日町 5000 数値図化 7.0㎢

5000 写測修正 29.0㎢
5000 既成図数値 35.5㎢

富山県 上市町 H18.6.9 地すべり対策 1000 数値図化 0.2㎢ 富山県富山農地事務所 (株)パスコ
H18.7.31 8000 カラー撮影 4.0㎢

富山県 富山市 H17.11.7 地籍調査 街区点 基準点 37.8㎢ 北陸コンサルタント(株)
H18.2.6 (株)寺島コンサルタント

(株)富山測量社
富山県 南砺市 H18.3.28 砂防計画 2500 数値図化 12.0㎢ 富山県砺波土木センター (株)サンワコン

H18.11.22
富山県 射水市 H18.7.10 固定資産 10000 数値撮影 109.2㎢ 富山県　　射水市 朝日航洋(株)

H18.10.31 直接定位計 109.2㎢
1000 数値図化 109.2㎢

富山県 富山市 H18.9.15 海岸保全 １級 水　準  11.3Km 気象庁　富山地方気象台 (株)国土開発センター
H18.11.30

富山県 黒部市 H18.6.16 下水道計画 4000 カラー撮影 10.5㎢ 富山県　　黒部市 アジア航測(株)
H18.8.31 500 数値図化 1.2㎢

空　三   36Ｍ
３級 水　準   13点

富山県 富山市 H18.7.18 下水道計画 500 数値図化 0.6㎢ 富山県　　富山市 （株）エー・ピー・エス
H18.9.22 簡級 水　準  8.0Km

富山県 富山市 H18.11.13 土地区画整理 ３級 基準点   2点 (株)サンワコン
H19.3.31 ４級 基準点   46点

富山県 南砺市 H18.5.12 砂防計画 12500 カラー撮影 67.7㎢ 富山県 (株)国土開発センター
H18.7.31 空　三   24Ｍ

富山県 舟橋村 H18.8.7 都市計画 2500 数値図修正 3.5㎢ 富山県　　舟橋村 北陸航測(株)
H18.11.30 10000 カラー撮影 9.3㎢

富山県 南砺市 H18.7.5 ダム計画 500 数値図化 0.8㎢ 利賀ダム工事事務所 国際航業(株)
H18.12.22 2500 数値図化 3.1㎢

1000 既成図数値 4.2㎢
2500 既成図数値 6.9㎢
1000 数値図修正 4.2㎢
2500 数値図修正 6.9㎢

富山県 宇奈月町 H16.5.8 河川管理 １級 基準点   3点 黒部河川事務所 舘下コンサルタンツ(株)
H17.3.11

富山県 滑川市 H18.8.29 地籍調査 ２級 座標変換   6点 富山県　　滑川市 (株)宏和
H18.12.22 ３級 座標変換   10点

富山県 射水市 H18.9.1 地籍調査 ２級 座標変換   1点 富山県　高岡土木センター 北陸航測(株)
H18.12.18 ３級 座標変換   1点

富山県 射水市 H18.9.15 地籍調査 １級 座標変換   2点 富山県　　射水市 北陸航測(株)
H18.12.18 ２級 座標変換   1点

富山県 射水市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 10.6㎢ 北陸航測(株)
小矢部市 H18.12.18 街区多角点 基準点 10.6㎢

街区点 基準点 10.6㎢
富山県 富山市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 8.6㎢ (株)信越測量設計

南砺市 H18.12.26 街区多角点 基準点 8.6㎢ (株)上智
街区点 基準点 8.6㎢

富山県 魚津市 H18.8.18 地籍調査 街区三角点 基準点 7.8㎢ (株)宏和
滑川市 H18.12.22 街区多角点 基準点 7.8㎢ 笠本建設コンサルタント
黒部市 街区点 基準点 7.8㎢
入善町

富山県 高岡市 H18.11.20 地すべり対策 1000 数値図化 0.3㎢ 富山県高岡農地林務事務 （株）エー・ピー・エス
H19.2.28

石川県 白山市 H17.10.3 砂防計画 2500 数値図化 3.7㎢ 石川県石川土木総合事務 (株)北日本ジオグラフィ
H17.12.20 簡級 水　準  4.0Km

石川県 志賀町 H17.9.27 その他 デジタル カラー撮影 582.4㎢ 石川県　　志賀町 (株)パスコ
H18.2.8 直接定位計 582.4㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 348.0㎢
石川県 津幡町 H17.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  77.0Km 石川県 (株)北日本ジオグラフィ

金沢市 H17.11.30
白山市

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

富山市打出土地区画整理
組合

国土交通省土地・水資源
局国土調査課

富山市藤木東土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

石川県 野々市町 H17.9.28 計画 ２級 基準点   7点 東武計画(株)
白山市 H18.1.10 ４級 基準点   49点

３級 水　準  6.1Km
石川県 かほく市 H17.10.3 ほ場整備 ２級 基準点   4点 石川県県央農林総合事務 カホク測量設計(株)

H18.3.20
石川県 金沢市 H18.2.13 その他 ４級 基準点 0.3㎢ 金沢地方法務局 (株)舘設計事務所

H18.3.31
石川県 七尾市 H17.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  33.0Km 石川県 (株)利水社

H17.11.30
石川県 小松市 H17.10.18 その他 1000 数値図化 0.8㎢ （株）ジーアイエス北陸

H18.1.31
石川県 七尾市 H17.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  9.8Km 石川県　　七尾市 (株)利水社

H17.11.30
石川県 津幡町 H17.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   13点 石川県県央農林総合事務

H17.8.31
石川県 金沢市 H17.9.7 鉄道計画 １級 座標変換   18点 玉野総合コンサルタント

津幡町 H18.1.10 ２級 基準点   9点
３級 水　準   6点

石川県 かほく市 H16.9.28 その他 デジタル 撮　影 64.7㎢ 石川県　　かほく市 (株)パスコ
H17.2.28 5000 カラー撮影 3.2㎢

石川県 小松市 H18.4.10 土地区画整理 ２級 基準点   2点 (株)日本海コンサルタント
H18.6.30 ３級 基準点   3点

石川県 輪島市 H17.8.12 砂防計画 2500 数値図化 9.0㎢ セントラル航業(株)
能都町 H18.3.31 空　三   21Ｍ 日本海航測(株)
穴水町 （株）ジーアイエス北陸

石川県 小松市 H16.5.28 都市計画 2500 写測修正 94.4㎢ 石川県　　小松市 GIS北陸
H17.4.28 10000 カラー撮影 125.7㎢

1000 数値図修正 6.3㎢
1000 写測修正 10.2㎢

10000 写真図 125.7㎢
石川県 七尾市 H18.2.8 都市計画 2500 写測図化 4.1㎢ 石川県　　七尾市 (株)北日本ジオグラフィ

H18.3.24 2500 数値図修正 0.2㎢
石川県 金沢市 H17.7.8 土地区画整理 ４級 基準点   54点 石川県　　金沢市 (株)サンワコン

H18.1.20
石川県 金沢市 H18.1.23 砂防計画 2500 写測修正 2.7㎢ 石川県県央土木総合事務 (株)太陽測地社

H18.3.24
石川県 輪島市 H18.6.1 ほ場整備 １級 基準点   1点 輪島市土地改良区 (株)旭

H18.7.20 ２級 基準点   3点
石川県 羽咋市 H17.6.15 ほ場整備 ２級 基準点   6点 羽咋測量設計(株)

H17.12.10
石川県 金沢市 H17.11.7 砂防計画 2500 数値図化 0.8㎢ 石川県県央土木総合事務 (株)国土開発センター

津幡町 H17.12.31 簡級 水　準  6.0Km
石川県 小松市 H17.4.28 下水道計画 1000 数値図化 6.3㎢ 石川県　　小松市 （株）ジーアイエス北陸

H18.3.27
石川県 羽咋市 H17.8.5 総合計画 10000 カラー撮影 129.7㎢ 石川県　　羽咋市 (株)みちのく計画

H18.3.20 直接定位計   81点
5000 既成図数値 43.2㎢
5000 座標変換 43.2㎢
2500 既成図数値 38.8㎢
2500 座標変換 38.2㎢

石川県 金沢市 H18.4.10 土地区画整理 ２級 基準点   3点 (株)サンワコン
H18.8.31 ３級 基準点   6点

４級 基準点   146点
石川県 金沢市 H18.6.14 土地区画整理 １級 基準点   2点 石川県　　金沢市 (株)日本海コンサルタント

H18.7.28 ２級 基準点   2点
３級 基準点   3点

石川県 白山市 H17.10.18 その他 2500 数値図化 8.9㎢ （株）ジーアイエス北陸
H18.1.20

石川県 金沢市 H17.11.8 都市計画 1000 数値図修正 241.7㎢ 石川県　　金沢市 セントラル航業(株)
H18.3.31

石川県 珠洲市 H17.10.20 砂防計画 2500 数値図化 7.1㎢ (株)太陽測地社
門前町 H18.1.31 (株)国土開発センター

石川県 金沢市 H17.11.7 地籍調査 街区点 基準点 15.0㎢ (株)日本海コンサルタント
H18.2.6

石川県 宝達志水町 H17.6.20 ほ場整備 ２級 基準点   7点
H17.8.25

石川県 加賀市 H18.7.14 土地区画整理 １級 座標変換   1点 石川県　　加賀市 (株)サンワコン
H19.3.26 ２級 座標変換   4点

石川県 七尾市 H17.9.28 砂防計画 2500 数値図化 3.5㎢ （株）ジーアイエス北陸
中能登町 H18.1.31 空　三   7Ｍ
志賀町

石川県 羽咋市 H17.10.5 砂防計画 2500 数値図化 6.5㎢ 日本海航測(株)
H18.1.31

石川県 津幡町 H18.9.1 土地区画整理 ２級 基準点   5点 石川県　　津幡町 (株)国土開発センター
H19.1.31

石川県 金沢市 H18.10.10 土地改良 ２級 基準点   2点 東蚊爪町土地改良区 (有)金沢測量設計事務所
H18.10.31

石川県中能登土木総合事
務所

石川県中能登土木総合事
務所

石川県奥能登土木総合事
務所
国土交通省土地・水資源
局国土調査課
石川県中能登農林総合事
務所

石川県土地改良事業団体
連合会

石川県奥能登土木総合事
務所

石川県中能登農林総合事
務所

金沢市大桑第三土地区画
整理組合

石川県環境安全部自然保
護課

石川県南加賀土木総合事
務所

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構鉄
道建設本部大阪支社

石川県土地改良事業団体
連合会

小松市下牧南土地区画整
理組合設立準備委員会

（独）鉄道建設・運輸施設
整備施設整備支援機構鉄
道建設本部大阪支社
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

石川県 金沢市 H18.7.1 地盤変動調査 １級 基準点  77.0Km 石川県 (株)北日本ジオグラフィ
小松市 H18.10.31
白山市
能美市

石川県 金沢市 H18.7.25 砂防計画 2500 写測修正 3.4㎢ 石川県央土木総合事務所 （株）ジーアイエス北陸
H18.10.31

石川県 白山市 H18.6.21 鉄道計画 １級 基準点   3点 (株)国土開発センター
H18.10.20 ２級 基準点   13点

３級 水　準  5.9Km
石川県 輪島市 H18.5.29 道路計画 1000 写測図化 2.6㎢ 金沢河川国道事務所 (株)国土開発センター

H18.7.31 空　三 22.0㎢
8000 カラー撮影 22.0㎢

石川県 白山市 H18.10.27 砂防計画 8000 カラー撮影 149.8㎢ 金沢河川国道事務所 (株)パスコ
H18.10.27 12500 カラー撮影 56.0㎢

数値撮影 93.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 93.0㎢

石川県 輪島市 H18.9.8 砂防計画 2500 数値図化 13.7㎢ 日本海航測(株)
能都町 H18.12.18 (株)太陽測地社

石川県 小松市 H18.8.18 地籍調査 街区三角点 基準点 9.9㎢ (株)太陽測地社
能美市 H18.12.20 街区多角点 基準点 9.9㎢

街区点 基準点 9.9㎢
石川県 加賀市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 8.5㎢ (株)利水社

白山市 H18.12.13 街区多角点 基準点 8.5㎢
街区点 基準点 8.5㎢

石川県 かほく市 H18.10.24 ほ場整備 ２級 基準点   4点 石川県県央農林総合事務 (株)利水社
H19.3.20

石川県 宝達志水町 H18.10.25 ほ場整備 ２級 基準点   7点 羽咋測量設計(株)
H18.12.25

石川県 中能登町 H18.6.30 ほ場整備 ２級 基準点   1点 (株)旭
H19.3.20

石川県 中能登町 H18.6.30 ほ場整備 ３級 基準点   13点 (株)旭
H19.3.20

福井県 福井市 H18.2.1
不動産登記法第
14条地図作成

４級 基準点   81点 法務省　福井地方法務局 (株)日東調査設計

H18.3.31
福井県 敦賀市 H17.10.28 鉄道計画 2500 数値図化 5.8㎢ 朝日航洋(株)

越前市 H18.3.29 2500 既成図数値 34.4㎢
南越前町 12500 カラー撮影 40.1㎢

直接定位計
算

40.1㎢

福井県 福井市 H17.10.28 鉄道計画 4000 カラー撮影 7.1㎢ 国際航業(株)
越前市 H18.3.20 空　三   21Ｍ

500 数値図化 1.4㎢
簡級 水　準  21.0Km

福井県 敦賀市 H17.10.28 鉄道計画 4000 カラー撮影 5.5㎢ 中日本航空(株)
越前市 H18.3.20 空　三   23Ｍ
南越前町 500 数値図化 1.3㎢

簡級 水　準  17.0Km
福井県 福井市 H17.9.1 総合計画 10000 撮　影 195.6㎢ 福井県　　福井市 国際航業(株)

H17.12.27 空　三   199Ｍ
簡級 水　準  99.0Km
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 195.6㎢

福井県 鯖江市 H16.6.11 ほ場整備 ２級 基準点   2点 福井県南越農林総合事務
H17.3.28 ３級 基準点   16点

４級 基準点   36点
福井県 福井市 H18.2.7 総合計画 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 195.6㎢ 福井県　　福井市 国際航業(株)

H18.2.7 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.2㎢
福井県 福井市 H17.7.7 鉄道計画 １級 基準点   4点 (株)かんこう

H17.11.7 ３級 基準点   10点
３級 水　準  2.6Km

福井県 越前市 H17.12.22 固定資産現況調査 10000 カラー撮影 230.8㎢ 福井県　　越前市 国際航業(株)
H18.3.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 230.8㎢

福井県 敦賀市 H18.3.13 港湾管理 １級 基準点   1点 福井県敦賀港湾事務所
H18.5.31 ２級 基準点   2点

３級 基準点   4点
福井県 敦賀市 H17.7.1 土地区画整理 ２級 基準点   1点 福井県　　敦賀市 (株)サンワコン

H18.3.24 ３級 基準点   2点
４級 基準点   40点
３級 水　準  3.0Km

福井県 敦賀市 H17.10.11 都市計画 2500 数値図修正 34.9㎢ 福井県　　敦賀市 (株)パスコ
H18.3.28

福井県 丸岡町 H17.10.11 土地区画整理 ３級 基準点   4点 (株)サンワコン
H18.3.24 ４級 基準点   20点

福井県 福井市 H17.10.13 道路台帳 500 平板・修正 1.6㎢ 福井県　　福井市 アジア航測(株)
H18.3.3

福井県 福井市 H17.11.7 地籍調査 街区三角点 基準点 1.6㎢ 丸一調査設計(株)
丸岡町 H18.1.23 街区多角点 基準点 1.6㎢

街区点 基準点 24.4㎢

国土交通省土地・水資源
局国土調査課

（独）鉄道建設・運輸施設
整備支援機構大阪支社

(株)エイコー技術コンサル
タント

福井県土地改良事業団体
連合会

丸岡南部第四土地区画整
理組合

石川県中能登農林総合事
務所

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構鉄
道建設本部大阪支社

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構鉄
道建設本部大阪支社

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構鉄
道建設本部大阪支社

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

石川県中能登農林総合事
務所
石川県中能登農林総合事
務所

（独）鉄道建設・運輸施設
整備支援機構　鉄道建設
本部　大阪支社

石川県奥能登土木総合事
務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

福井県 敦賀市 H17.11.7 地籍調査 街区三角点 基準点 12.3㎢
小浜市 H18.2.20 街区多角点 基準点 12.3㎢

福井県 敦賀市 H17.11.30 地籍調査 ２級 座標変換   2点 福井県　　敦賀市
H18.2.20 ３級 座標変換   5点

福井県 小浜市 H18.3.10 地籍調査 ２級 座標変換   2点 福井県　　小浜市
H18.3.10 ３級 座標変換   5点

福井県 福井市 H17.11.17 地籍調査 ２級 座標変換   2点 福井河川国道事務所
H18.2.20

福井県 丸岡町 H18.3.3 地籍調査 ２級 座標変換   3点 福井県　　丸岡町 丸一調査設計(株)
H18.3.31 ３級 座標変換   4点

福井県 福井市 H18.8.4 道路台帳 500 平板・修正 96.0㎢ 福井県　　福井市 中央測量設計(株)
H18.10.31

福井県 大飯町 H18.9.26 砂防計画 2500 数値図化 1.2㎢ アジア航測(株)
H18.11.27

福井県 あわら市 H17.12.16 下水道計画 500 数値図化 0.4㎢ 福井県　　あわら市 (株)パスコ
H18.1.31

福井県 三国町 H16.10.1 河川管理 2500 数値図化 4.7㎢ 福井県三国土木事務所 (有)サトー測量設計事務所
丸岡町 H17.2.15

福井県 勝山市 H18.12.18 地籍調査 ２級 座標変換   4点 福井県　　勝山市 (株)キクチコンサルタント
H19.2.9

福井県 大野市 H18.6.12 土地区画整理 ２級 基準点   2点 北部第三土地区画整理組 (株)サンワコン
H18.12.29 ３級 基準点   4点

４級 基準点   83点
福井県 永平寺町 H18.9.22 地籍調査 ２級 基準点   1点 永平寺町 中央測量設計(株)

H18.12.15
福井県 永平寺町 H18.9.29 地籍調査 ２級 座標変換   1点 福井河川国道事務所 中央測量設計(株)

H18.12.15
福井県 鯖江市 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 6.8㎢ (株)キミコン

H18.11.29 街区多角点 基準点 6.8㎢ (株)第一コンサル
街区点 基準点 6.8㎢

福井県 永平寺町 H18.8.17 地籍調査 街区三角点 基準点 6.5㎢ 中央測量設計(株)
あわら市 H18.12.15 街区多角点 基準点 6.5㎢
坂井町 街区点 基準点 6.5㎢

福井県 大野市 H18.9.12 地籍調査 街区三角点 基準点 8.4㎢ (株)キクチコンサルタント
勝山市 H19.2.9 街区多角点 基準点 8.4㎢

街区点 基準点 8.4㎢
福井県 敦賀市 H18.12.25 道路管理 １級 基準点   8点 福井河川国道事務所

H19.3.30 ２級 基準点   33点
２級 座標変換   3点

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

(株)エイコー技術コンサル
タント

(株)エイコー技術コンサル
タント
(株)エイコー技術コンサル
タント

福井県嶺南振興局小浜土
木事務所

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
局国土調査課長

(株)エイコー技術コンサル
タント
(株)エイコー技術コンサル
タント
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

岐阜県 可児市 H18.4.1 総合計画 ２級 基準点 14点 可児市 (株)林事務所
H19.3.31 ３級 基準点 10点 (株)田原コンサルタント

岐阜県 大垣市 H18.3.10 土地区画整理 １級 基準点 1点 (株)三進
H18.4.28 ３級 基準点 2点

岐阜県 可児市 H18.4.12 座標変換（改測） ２級 基準点 1点 可児市 (株)林事務所
H18.5.29

岐阜県 池田町 H18.4.28 固定資産 8000 カラー撮影 28.2㎢ 池田町 朝日航洋(株)
H19.3.15

岐阜県 揖斐川町 H18.6.1 砂防計画 10000 カラー撮影 867.9㎢ 越美山系砂防事務所 中日本航空(株)
本巣市 H19.2.23 航空レーザ 10.4㎢

岐阜県 七宗町 H18.6.19 道路計画 1000 数値図化 3.4㎢
H18.9.29

岐阜県 御嵩町 H18.8.7 都市計画 2500 写測修正 1㎢ 御嵩町 中日本航空(株)
H18.8.20

岐阜県 浜松市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 2.8㎢ (株)フジヤマ
H18.10.24 街区多角点 基準点 2.8㎢

街区点 基準点 3.6㎢

岐阜県 瑞穂市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 4.8㎢
北方町 H18.9.5 街区多角点 基準点 4.8㎢

街区点 基準点 4.8㎢

岐阜県 関市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 8.3㎢
美濃市 H18.11.7 街区多角点 基準点 8.3㎢
美濃加茂市 街区点 基準点 8.3㎢

岐阜県 羽島市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 9㎢
岐南町 H18.11.20 街区多角点 基準点 9㎢
笠松町 街区点 基準点 9㎢

岐阜県 養老町 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 5.4㎢
垂井町 H18.10.10 街区多角点 基準点 5.4㎢

街区点 基準点 5.4㎢

岐阜県 飛騨市 H18.7.25 砂防計画 2500 写測図化 38.6㎢ (株)オリス
高山市 H19.1.31 2500 座標変換 1.2㎢

岐阜県 大垣市 H18.9.10 地籍調査 ３級 基準点 3点
H18.11.29

岐阜県 揖斐川町 H18.7.7 河川計画 １級 基準点 18点 (株)三進
本巣市 H18.10.31 ２級 基準点 7点
岐阜市 ３級 基準点 4点
各務原市 ３級 水　準 78㎞
坂祝町

岐阜県 中津川市 H18.4.7 森林計画 16000 カラー撮影 1787㎢ 岐阜県 中日本航空株式会社
瑞浪市 H18.12.18 741㎞
土岐市
多治見市
可児市

岐阜県 岐阜市 H18.10.23 地盤変動調査 １級 水　準 147㎞ 岐阜県
柳津町 H18.12.15
羽島市
海津市
輪之内町
安八町
瑞穂市
神戸町
大垣市
養老町
南濃町
笠松町

岐阜県 恵那市 H18.11.1 道路台帳 1000 数値図化 0.2㎢ 恵那市 中日本航空測量(株)
H18.11.30

測量地域 事業量

昭和株式会社名古屋営業
所

ユニオン・興栄共同企業体

大日コンサルタント(株)

(株)帝国建設コンサルタン
ト

イビソク・三進・第一コンサ
ルタント共同企業体

大同コンサルタンツ(株)

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

イビソク・三進・第一コンサ
ルタント共同企業体

大垣市昼飯南部第一土地
区画整理組合

国土交通省中部地方整備
局岐阜国道事務所

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

北陸地方整備局神通川水
系砂防事務所

中部地方整備局　岐阜国道
事務所

中部地方整備局　木曽川上
流河川事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

岐阜県 神戸町 H18.10.2 地籍調査 街区三角点 基準点 3.9㎢ (株)アスコ
大野町 H19.2.5 街区多角点 基準点 3.9㎢
池田町 街区点 基準点 3.9㎢

岐阜県 白川町 H18.9.15 道路計画 1000 数値図化 6㎢
H18.11.30

岐阜県 各務原市 H18.11.13 道路計画 直接定位計算 0.2㎢ (株)パスコ
H19.1.19 4000 数値撮影 0.3㎢

500 数値図化 0.2㎢
岐阜県 海津市 H18.11.13 地盤変動調査 １級 水　準 92.1㎞

羽島市 H19.3.23
瑞穂市
大垣市
養老町

愛知県 江南市
一宮市
稲沢市

岐阜県 美濃市 H18.11.17 土地区画整理 ２級 基準点 2点 美濃市
H19.2.28 ３級 基準点 2点

４級 基準点 48点
３級 水　準 3.5㎞
４級 水　準 2.4㎞

岐阜県 羽島市 H18.11.10 道路計画 ２級 基準点 1点 羽島市
H19.3.15 ３級 基準点 2点

岐阜県 大垣市 H18.10.27 地籍調査 街区三角点 基準点 7.9㎢ 三重測量設計(株)
H19.3.8 街区三角点 基準点 7.9㎢

街区点 基準点 7.9㎢

岐阜県 高山市 H18.7.20 砂防計画 8000 カラー撮影 6.8㎢ (株)オリス
H19.3.19 1000 数値図化 4㎢

岐阜県 大垣市 H18.7.10 地籍調査 街区三角点 基準点 10.1㎢
H18.11.29 街区多角点 基準点 10.1㎢

街区点 基準点 10.1㎢

岐阜県 中津川市 H18.7.10 地籍調査 街区三角点 基準点 4.3㎢ ダイシン・飛州ＪＶ
瑞浪市 H18.11.7 街区多角点 基準点 4.3㎢
恵那市 街区点 基準点 4.3㎢

岐阜県 各務原市 H18.7.10 地籍調査 街区三角点 基準点 7.3㎢
H18.11.8 街区多角点 基準点 7.3㎢

街区点 基準点 7.3㎢

岐阜県 各務原市 H18.7.10 地籍調査 街区三角点 基準点 7.9㎢
H18.10.15 街区三角点 基準点 7.9㎢

街区点 基準点 7.9㎢

岐阜県 土岐市 H18.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 5.4㎢
郡上市 H18.12.11 街区多角点 基準点 5.4㎢

街区点 基準点 5.4㎢

岐阜県 飛騨市 H18.8.10 地籍調査 街区三角点 基準点 1.8㎢
H18.11.13 街区多角点 基準点 1.8㎢

岐阜県 各務原市 H18.7.10 公共基準点改測 ３級 基準点 7点
H18.11.8

空　三 2点
2500 座標変換 44.1㎢

岐阜県 各務原市 H17.5.2 総合計画 8000 撮　影 87.8㎢ 各務原市
H18.3.31 1000 数値図修正 67.8㎢

岐阜県 可児市 H17.6.6 総合計画 ２級 基準点 55点 可児市 (株)林事務所
H18.3.31 ３級 基準点 80点

岐阜県 各務原市 H17.6.20 用地測量 ４級 基準点 9点 名古屋防衛施設支局 協和調査設計(株)
H17.8.26 250 地上数値法 0.1㎢

岐阜県 土岐市 H17.7.12 砂防計画 2500 写測図化 56.5㎢ (株)パスコ
多治見市 H18.3.24

岐阜県 各務原市 H17.7.25 道路計画 １級 基準点 5点 各務原市
H17.12.22 ３級 基準点 6点

(株)帝国建設コンサルタン
ト

(株)帝国建設コンサルタン
ト

大同コンサルタンツ(株)

大日コンサルタント(株)

イビソク・三進・第一コンサ
ルタント共同企業体

(株)帝国建設コンサルタン
ト

大日コンサルタント(株)

第一コンサルタント(株)

第一コンサルタント(株)

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

中部地方整備局岐阜国道
事務所

中部地方整備局岐阜国道
事務所

中部地方整備局　木曽川上
流河川事務所

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

北陸地方整備局神通川水
系砂防事務所

多治見砂防国道事務所

帝国建設コンサルタント

国土交通省中部地方整備
局岐阜国道事務所

(株)帝国建設コンサルタン
ト

大同コンサルタンツ(株)
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

岐阜県 大野町 H17.8.16 都市計画 2500 写測図化 34.2㎢ 大野町 中日本航空(株)
H17.9.30 1000 写測図化 34.2㎢

岐阜県 垂井町 H17.8.22 固定資産 5000 カラー撮影 24.1㎢ 垂井町 朝日航洋(株)
H18.3.30

岐阜県 岐阜市 H17.9.7 都市計画 2500 写測修正 49.4㎢ 岐阜市
H18.3.15

岐阜県 関市 H17.7.29 都市計画 15000 カラー撮影 472.8㎢ 関市 (株)イビソク
H18.3.10

岐阜県 白川村 H17.7.29 総合計画 15000 カラー撮影 47.7㎢ 白川村 (株)イビソク
H17.11.30

岐阜県 岐阜市 H17.10.14 道路台帳 500 座標変換 195.1㎢ 岐阜市 アジア航測(株)
H18.3.24

岐阜県 飛騨市 H17.10.17 固定資産 10000 カラー撮影 320.6㎢ 飛騨市 朝日航洋（株）
H18.7.31

岐阜県 中津川市 H17.11.9 総合計画 15000 カラー撮影 304.8㎢ 中津川市 （株）イビソク
H18.3.31 8000 カラー撮影 50.5㎢

岐阜県 飛騨市 H17.10.4 道路台帳 4000 カラー撮影 4.4㎢ 高山国道事務所
H18.8.15 500 写測図化 0.4㎢

１級 基準点 2点
２級 基準点 8点

岐阜県 宮村 H17.10.20 道路計画 1000 写測図化 0.5㎢ 高山国道事務所
久々野町 H17.12.10

岐阜県 高山市 H17.10.1 道路台帳 ２級 基準点 2点 中日本航空(株)
H18.3.10 ３級 基準点 4点

４級 基準点 14点
縦横断 5.4㎞

500 写測図化 1.2㎢
岐阜県 可児市 H17.10.12 道路台帳 １級 基準点 15点

御嵩町 H18.3.15 ３級 基準点 61点
４級 基準点 125点
簡級 水　準 3.4㎞
500 写測図化 2.4㎢

空　三 2.4㎢

岐阜県 御嵩町 H17.10.15 総合計画 10000 カラー撮影 56.6㎢ 御嵩町 中日本航空(株)
H18.3.25 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 56.6㎢

岐阜県 富加町 H17.10.24 都市計画 1000 写測修正 0.3㎢ 富加町 中日本航空(株)
H18.1.20 2500 写測修正 1.4㎢

岐阜県 飛騨市 H17.11.17 砂防計画 2500 写測図化 10.6㎢ (株)オリス
高山市 H18.3.28 空　三 31点

2500 座標変換 114.2㎢

岐阜県 美濃加茂市 H17.12.1 道路台帳 4000 カラー撮影 6.4㎢ 岐阜国道事務所 中日本航空(株)
関市 H18.3.13 空　三 13点
垂井町 500 写測図化 0.5㎢

岐阜県 本巣市 H17.10.26 土地区画整理 ２級 基準点 2点
H18.3.15 ４級 基準点 18点

岐阜県 神戸町 H17.5.27 固定資産 8000 カラー撮影 18.8㎢ 神戸町 (株)パスコ
H18.2.28

岐阜県 岐阜市 H17.9.26 道路計画 ３級 基準点 2点 岐阜市
H18.2.28

岐阜県 岐阜市 H17.8.26 地籍調査 街区点 基準点 24.6㎢
H17.12.6

岐阜県 岐阜市 H17.8.26 地籍調査 街区点 基準点 20.6㎢
H17.11.28

岐阜県 多治見市 H17.9.27 地籍調査 街区三角点 基準点 13.4㎢
H18.3.13 街区多角点 基準点 13.4㎢

街区点 基準点 13.4㎢

(株)三栄コンサルタント

イビソク・三進・第一コンサ
ルタント共同企業体

玉野総合コンサルタント
(株)

ユニオン・興栄共同企業体
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

中部地方整備局高山国道
事務所

多治見砂防国道事務所

神通川水系砂防事務所

(株)帝国建設コンサルタン
ト

(株)帝国建設コンサルタン
ト

(株)帝国建設コンサルタン
ト

本巣市高砂東部土地区画
整理組合

第一コンサルタント(株)

(株)帝国建設コンサルタン
ト
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

岐阜県 可児市 H17.9.27 地籍調査 街区三角点 基準点 8㎢
H18.1.20 街区多角点 基準点 8㎢

街区点 基準点 8㎢

岐阜県 岐阜市 H17.12.4 固定資産 10000 カラー撮影 202.9㎢ 岐阜市 アジア航測(株)
H18.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 202.9㎢

直接定位計算 202.9㎢

岐阜県 岐阜市 H18.1.5 都市計画図 2500 写測修正 7.8㎢ 岐阜市
H18.3.28 2500 座標変換 7.8㎢

岐阜県 中津川市 H18.1.20 道路台帳 1000 平板・修正 4.8㎢ 中津川市 アジア航測(株)
H18.3.24

岐阜県 恵那市 H18.2.20 道路台帳 1000 写測図化 0.1㎢ 恵那市 中日本航空測量(株)
H18.3.31

岐阜県 墨俣町 H18.1.20 河川管理 8000 カラー撮影 3.4㎢ 墨俣町 (株)パスコ
H18.2.24

岐阜県 大垣市 H18.2.1 河川管理 ３級 水　準 72.9㎞
養老町 H18.3.24
本巣市
瑞穂市
大野町

岐阜県 揖斐川町 H18.2.1 河川管理 ３級 水　準 55.1㎞ (株)イビソク
大野町 H18.3.24
神戸町
瑞穂市
安八町
輪之内町

岐阜県 大垣市 H18.2.3 ダム計画 ２級 水　準 60㎞ (株)三進
池田町 H18.3.30
揖斐川町

岐阜県 岐阜市 H18.3.1 ３級 基準点 1点 岐阜地方法務局 （有）小野事務所
H18.3.31 ４級 基準点 0.4㎢

岐阜県 羽島市 H18.2.17 都市計画図作成 10000 カラー撮影 53.6㎢ 羽島市 中日本航空(株)
H18.3.27

岐阜県 岐南町 H17.11.22 総合計画 500 既成図数値化 173㎢ 岐南町 国際航業(株)
H18.3.31

岐阜県 可児市 H17.12.1 総合計画 8000 カラー撮影 87.6㎢ 可児市 国際航業(株)
H18.2.20 1000 写真図 87.6㎢

岐阜県 海津市 H17.9.22 都市計画 2500 写測修正 46.8㎢ 海津市 (株)パスコ
H18.3.20 2500 既成図数値化 65.6㎢

岐阜県 平田町 H16.10.14 地盤変動調査 １級 水　準 193㎞ 中央開発(株)
羽島市 H17.3.18
養老町
海津町
南濃町

愛知県 祖父江町
八開村
立田村
弥富町

三重県 多度町
桑名市
長島町
木曽岬町

岐阜県 下呂市 H16.10.28 固定資産の現況把握 8000 カラー撮影 312.5㎢ 下呂市 (株)パスコ
H18.3.20

岐阜県 羽島市 H17.2.15 道路計画 ２級 基準点 1点 羽島市 (株)朝日工営
H17.3.20 ３級 基準点 2点

静岡県 掛川市 H18.4.13 総合計画 ３級 基準点 2点 掛川市 (株)フジヤマ
H18.5.31

静岡県 掛川市 H18.5.15 総合計画 ３級 基準点 4点 掛川市
H18.6.30

(株)中部綜合コンサルタン
ト

中部地方整備局横山ダム工
事事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

大日コンサルタント(株)

(株)帝国建設コンサルタン
ト

中部地方整備局木曽川上
流河川事務所

(株)帝国建設コンサルタン
ト

中部地方整備局木曽川上
流河川事務所

木曽川下流河川事務所

第14条第1項地図
作製
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

静岡県 函南町 H18.6.12 都市計画 2500 写測修正 9.7㎢ 函南町 (株)フジヤマ
H18.12.25

静岡県 掛川市 H18.6.26 公共基準点改測 ３級 基準点 50点 掛川市
H18.12.12

静岡県 芝川町 H18.7.6 道路計画 ２級 基準点 1点 (株)フジヤマ
H18.10.31 ３級 基準点 1点

静岡県 袋井市 H18.8.10 都市計画 2500 写測修正 90.1㎢ 袋井市 (株)フジヤマ
H19.2.28

静岡県 掛川市 H18.8.14 土地区画整理 ４級 基準点 0.1㎢ 掛川市
H19.2.28

静岡県 伊東市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 6.2㎢
下田市 H18.10.23 街区多角点 基準点 6.2㎢
東伊豆町 街区点 基準点 6.2㎢

静岡県 掛川市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 4.2㎢
H18.12.12 街区多角点 基準点 4.2㎢

街区点 基準点 4.2㎢

静岡県 岡崎市 H18.6.12 地籍調査 街区三角点 基準点 10.9㎢ （株）ＧＩＳ東海
H18.10.20 街区三角点 基準点 10.9㎢

静岡県 清須市 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 9.2㎢ (株)新日
H18.10.11 街区多角点 基準点 9.2㎢

静岡県 美和町 H18.6.14 地籍調査 街区三角点 基準点 11.2㎢
甚目寺町 H18.10.31 街区多角点 基準点 11.2㎢
大治町

静岡県 天竜市 H18.8.8 森林計画 20000 カラー撮影 936㎢ 静岡県 第一航業(株)
浜松市 H18.12.11
森町
春野町
水窪町
佐久間町

静岡県 裾野市 H18.9.1 都市計画 １級 基準点 21点 裾野市 中央測量（株）
H18.12.25

静岡県 牧之原市 H18.7.4 ほ場整備 ２級 基準点 2点 牧之原市 (株)フジヤマ
H19.3.20 ３級 基準点 2点

静岡県 牧之原市 H18.7.4 ほ場整備 ２級 基準点 3点 (株)フジヤマ
H19.3.16

静岡県 浜松市 H18.9.12 道路計画 12500 カラー撮影 118㎢ 朝日航洋(株)
H19.2.28

静岡県 牧之原市 H18.7.4 ほ場整備 ３級 基準点 3点 勝間土地改良区 (株)フジヤマ
H19.3.16

静岡県 袋井市 H18.10.1 土地区画整理 ２級 基準点 2点 昭和設計(株)
H18.12.22 ２級 基準点 9点

４級 基準点 176点

静岡県 静岡市 H18.5.19 河川、砂防管理 航空レーザ 21.2㎢ 静岡河川事務所 アジア航測(株)
H19.1.10

静岡県 新居町 H18.7.7 公共基準点改測 ２級 基準点 8点 新居町 (株)フジヤマ
H18.12.28 ３級 基準点 15点

静岡県 浜松市 H18.10.12 その他 ４級 基準点 5点 浜松市 (株)フジヤマ
H18.11.30

静岡県 三島市 H18.9.29 地籍調査 街区三角点 基準点 4.5㎢
H19.2.19 街区多角点 基準点 4.5㎢

街区点 基準点 4.5㎢

静岡県 沼津市 H18.9.29 地籍調査 街区三角点 基準点 10.4㎢ (株)しんとう計測
H19.3.6 街区多角点 基準点 10.4㎢

街区点 基準点 10.4㎢

不二総合コンサルタント
(株)

(株)東海建設コンサルタン
ト

不二総合コンサルタント
(株)

不二総合コンサルタント
(株)

静岡コンサルタント(株)

日本空間情報技術（株）

静岡県富士農林事務所

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

中部地方整備局浜松河川
国道事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

静岡県志太榛原農林事務
所

袋井市上山梨第二土地区
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
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

静岡県 沼津市 H18.10.2 地籍調査 街区三角点 基準点 5.7㎢
H19.1.29 街区多角点 基準点 5.7㎢

街区点 基準点 5.7㎢

静岡県 清水町 H18.10.2 地籍調査 街区三角点 基準点 3.9㎢
H19.1.22 街区多角点 基準点 3.9㎢

街区点 基準点 3.9㎢

静岡県 静岡市 H18.10.3 地籍調査 街区三角点 基準点 19.5㎢ (株)静岡都市設計
H19.1.14 街区多角点 基準点 19.5㎢

静岡県 島田市 H18.9.24 カラー撮影 195.4㎢ 島田市 (株)パスコ
H19.2.13

静岡県 三島市 H18.11.10 地籍調査 １級 基準点 7点 三島市
H19.2.19 ２級 基準点 44点

静岡県 静岡市 H18.10.27 地籍調査 街区三角点 基準点 1.5㎢ 昭和設計(株)
H19.1.22 街区多角点 基準点 1.5㎢

街区点 基準点 1.5㎢
静岡県 焼津市 H19.1.9 改測 １級 基準点 2点 焼津市

H19.3.9 ２級 基準点 10点
３級 基準点 11点

静岡県 島田市 H19.1.10 道路計画 12500 カラー撮影 46.3㎢ 浜松河川国道事務所 朝日航洋(株)
掛川市 H19.2.28 12500 直接定位計算 46.3㎢

静岡県 菊川市 H19.1.29 総合計画 ３級 基準点 2点 菊川市
H19.3.20

静岡県 下田市 H19.2.26 ほ場整備 ２級 基準点 1点 (有)渡辺測量事務所
H19.3.15

静岡県 小山町 H18.7.5 ほ場整備 ２級 基準点 2点 (株)フジヤマ
H18.12.20 ３級 基準点 7点

静岡県 静岡市 H18.7.6 地籍調査 街区三角点 基準点 14.9㎢
H18.10.23 街区多角点 基準点 14.9㎢

静岡県 沼津市 H18.7.6 地籍調査 街区三角点 基準点 10.3㎢ 伸東測量設計(株)
H18.12.4 街区多角点 基準点 10.3㎢

街区点 基準点 10.3㎢

静岡県 湖西市 H18.7.7 地籍調査 街区三角点 基準点 6.1㎢ (株)フジヤマ
新居町 H18.12.28 街区多角点 基準点 6.1㎢

街区点 基準点 6.1㎢

静岡県 沼津市 H18.9.1 公共基準点改測 ３級 基準点 5点 沼津市 伸東測量設計(株)
H18.12.4

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

静岡県 沼津市 H17.3.22 河川管理 航空レーザ 83.8㎢ 沼津河川国道事務所 アジア航測(株)
韮山町 H18.1.31
伊豆長岡町
大仁町
修善寺町

静岡県 御前崎市 H17.4.29 土地利用判読 8000 カラー撮影 65.6㎢ 御前崎市 フジヤマ
H18.3.20

静岡県 沼津市 H17.3.22 河川管理 10000 カラー撮影 83.8㎢ アジア航測
韮山町 H18.1.31
伊豆長岡町
大仁町
修善寺町

静岡県 小山町 H17.5.26 固定資産 1000 数値図修正 31.2㎢ 小山町 （株）パスコ
H18.3.24 1000 座標変換 31.2㎢

静岡県 袋井市 H17.6.20 道路台帳 1000 既成図数値化 65.2㎢ 袋井市 （株）フジヤマ
H18.2.28 500 既成図数値化 14.9㎢

1000 座標変換 65.2㎢
500 座標変換 14.9㎢

固定資産基礎資料
作成

解像度：
16cm

(株)東海建設コンサルタン
ト

(株)ウエマツコンサルティン
グ

(株)中部綜合コンサルタン
ト

静岡コンサルタント(株)

(株)建設コンサルタントセン
ター

多摩測量設計事業協同組
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

静岡県東部農林事務所

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

静岡県下田土木事務所

中部地方整備局沼津河川
国道事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

静岡県 菊川市 H17.7.15 土地区画整理 ２級 基準点 2点 菊川市
H18.1.31 ３級 基準点 4点

４級 基準点 41点
500 地上数値法 0.1㎢

静岡県 湖西市 H17.6.15 固定資産 8000 カラー撮影 55.1㎢ 湖西市
H17.8.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 55.1㎢

静岡県 伊豆市 H17.7.1 農道整備 ３級 基準点 5点 伸東測量設計(株)
H17.12.15 ４級 基準点 12点

静岡県 浜松市 H17.7.25 土地区画整理 ２級 基準点 1点
H18.3.17 ３級 基準点 3点

静岡県 静岡市 H17.7.6 都市計画 簡級 水　準 15㎞ 静岡市 国際航業(株)
H18.3.17 空　三 35点

2500 写測図化 19.5㎢

静岡県 菊川市 H17.7.26 都市計画 0.16 撮　影 94.2㎢ 菊川市 (株)パスコ
H18.3.20 2500 写測図化 94.2㎢

静岡県 御殿場市 H17.9.12 都市計画 10000 カラー撮影 114.2㎢ 御殿場市 国際航業(株)
H18.10.30 2500 写測図化 114.2㎢

静岡県 伊豆市 H17.9.26 農道計画 ２級 基準点 1点
H18.2.20 ３級 基準点 1点

静岡県 伊豆市 H17.9.15 農道計画 ２級 基準点 2点 (株)フジヤマ
H18.1.31

静岡県 焼津市 H17.10.3 土地区画整理 ２級 基準点 2点 昭和設計(株)
H18.3.10 ３級 基準点 3点

４級 基準点 62点
500 地上数値法 0.1㎢

静岡県 藤枝市 H17.9.20 土地区画整理 ２級 基準点 3点
H19.3.20 ３級 基準点 7点

４級 基準点 0.2㎢
500 地上数値法 0.2㎢

1000 地上数値法 0.2㎢

静岡県 掛川市 H17.10.14 総合計画 ３級 基準点 5点 掛川市
H18.1.31

静岡県 裾野市 H17.10.7 工業用地整備計画 ２級 基準点 3点 裾野市 (株)東日
H18.3.28

静岡県 川根本町 H17.10.18 固定資産 1000 写測修正 7.2㎢ 川根本町 (株)パスコ
H18.3.22 1000 座標変換 7.2㎢

静岡県 伊豆の国市 H17.11.15 農道整備 ２級 基準点 2点 東部農林事務所 (株)フジヤマ
H18.2.20 ３級 基準点 2点

静岡県 藤枝市 H17.12.1 固定資産 8000 カラー撮影 140.7㎢ 藤枝市 国際航業(株)
H18.2.28 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 140.7㎢

静岡県 河津町 H17.12.15 砂防計画 2500 写測図化 83㎢ 静岡県 (株)ウエスコ
伊東市 H18.3.15 空　三 63点 三和航測(株)
伊豆市 中日本航空(株)
島田市 アジア航測(株)
相良町 国際航業(株)
御前崎市 (株)パスコ
掛川市
袋井市
菊川市
森町
佐久間町

静岡県 袋井市 H17.11.7 固定資産 カラー撮影 108.6㎢ 袋井市 (株)パスコ
H18.3.24 直接定位計算 108.6㎢

静岡県 岡部町 H17.11.28 固定資産 5000 カラー撮影 53.3㎢ 岡部町 朝日航洋(株)
H18.3.15

静岡県 掛川市 H17.12.12 総合計画 カラー撮影 265.6㎢ 掛川市 (株)パスコ
H18.3.31

解像度：
16cm

玉野総合コンサルタント
(株)

（株）浜名湖国際頭脳セン
ター

静岡県東部農林事務所
不二総合コンサルタント
(株)

静岡県東部農林事務所

焼津市大村南部土地区画
整理組合

不二総合コンサルタント
(株)

藤枝市横内・岡部町三輪土
地区画整理組合

不二総合コンサルタント
(株)

静岡県東部農林事務所

独立行政法人都市再生機
構　浜北都市開発事務所

不二総合コンサルタント
(株)
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

静岡県 沼津市 H17.8.1 固定資産税 8000 カラー撮影 187.1㎢ 沼津市 国際航業(株)
H18.3.17 航空レーザ 187.1㎢

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 187.1㎢

静岡県 御殿場市 H17.10.22 治山対策 航空レーザ 94㎢ 国際航業(株)
H18.3.10

静岡県 富士市 H17.12.9 土地改良 １級 基準点 5点 伸東測量設計(株)
H18.1.31 ３級 基準点 4点

静岡県 富士市 H17.11.17 固定資産 カラー撮影 186.9㎢ 富士市 (株)パスコ
H18.3.10 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 186.9㎢

1000
静岡県 伊豆の国市 H18.1.5 総合計画 １級 基準点 9点 伊豆の国市

H18.3.20 ２級 基準点 13点
静岡県 静岡市 H17.9.6 砂防計画 航空レーザ 146㎢ 静岡河川事務所 国際航業(株)

H18.3.10

静岡県 沼津市 H17.12.7 海岸保全 12500 カラー撮影 69.3㎢ 沼津河川国道事務所 第一航業(株)
蒲原町 H18.3.24 2500 写測修正 13.4㎢

静岡県 富士宮市 H18.1.5 地籍調査 図根三角 基準点 7㎢ 富士宮市 (株)フジヤマ
H18.9.29 図根多角 基準点 7㎢

静岡県 焼津市 H18.1.16 都市計画 2500 写測修正 11.3㎢ 焼津市 国際航業(株)
H18.2.24 5000 編　集 34.7㎢

静岡県 静岡市 H18.1.10 ほ場整備 ２級 基準点 5点 吉原土地改良区 (株)フジヤマ
H18.3.30 ３級 基準点 19点

静岡県 沼津市 H18.1.11 ほ場整備 ２級 基準点 4点
H18.3.20 ３級 基準点 5点

静岡県 新居町 H17.12.12 道路計画図作成 ２級 基準点 1点 新居町
H18.3.24 ３級 基準点 3点

４級 基準点 16点

静岡県 由比町 H17.12.29 ほ場整備 ２級 基準点 2点 (株)フジヤマ
H18.2.28 ３級 基準点 2点

静岡県 掛川市 H18.1.25 総合計画 ３級 基準点 4点 掛川市 (株)大橋測量
H18.3.17

静岡県 富士市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 9.1㎢ (株)アクト
H18.1.24 街区多角点 基準点 9.1㎢

街区点 基準点 9.1㎢

静岡県 富士市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 14.2㎢
H18.3.8 街区多角点 基準点 14.2㎢

街区点 基準点 14.2㎢

静岡県 富士市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 11.2㎢ (株)富士測量事務所
H18.2.13 街区多角点 基準点 11.2㎢

街区点 基準点 11.2㎢

静岡県 静岡市 H17.8.26 地籍調査 街区点 基準点 45㎢ 昭和設計(株)
H18.1.10

静岡県 静岡市 H17.8.26 地籍調査 街区点 基準点 34.8㎢
H17.12.21

静岡県 富士宮市 H17.8.27 地籍調査 街区三角点 基準点 12.1㎢ 東海技術開発(株)
H18.3.6 街区多角点 基準点 12.1㎢

街区点 基準点 12.1㎢

静岡県 島田市 H17.9.27 地籍調査 街区三角点 基準点 9.1㎢ 大鐘測量設計(株)
H18.2.23 街区多角点 基準点 9.1㎢

街区点 基準点 9.1㎢

静岡県 藤枝市 H17.10.26 地籍調査 街区三角点 基準点 7.4㎢ (株)松和技研
H18.3.3 街区多角点 基準点 7.4㎢

街区点 基準点 7.4㎢

静岡県 藤枝市 H17.12.22 地籍調査 街区三角点 基準点 4.3㎢
H18.3.27 街区多角点 基準点 4.3㎢

街区点 基準点 4.3㎢

解像度：
20cm

静岡県東部農林事務所
静岡県土地改良事業団体
連合会

(株)中部綜合コンサルタン
ト

西山寺阿僧土地改良区

(株)東海建設コンサルタン
ト

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

協和コンサルタント(株)

(株)建設コンサルタントセン
ター

静岡県富士農林事務所

静岡県東部農林事務所

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

多摩測量設計事業協同組
合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

静岡県 浜松市 H17.12.1 固定資産 UCD カラー撮影 4.6㎢ 浜松市
H18.3.31 UCD カラー撮影 8.2㎢

ADS40 カラー撮影 121.2㎢

静岡県 浜松市 H18.3.1 亡失に伴う新設 ３級 基準点 1点 浜松市 (株)フジヤマ
H18.3.24

静岡県 菊川市 H18.3.10 ２級 基準点 2点 菊川市 服部エンジニア(株)
H18.4.28

静岡県 御殿場市 H18.2.23 土地区画整理 ２級 基準点 1点
H18.3.31 ３級 基準点 3点

４級 基準点 20点
500 地上数値法 0.1㎢

静岡県 御殿場市 H17.10.11 道路台帳 4000 撮　影 4.4㎢ 中日本航空(株)
静岡市 H18.3.15 500 写測図化 0.4㎢

500 平板・修正 3㎢
空　三 4.4㎢

３級 基準点 5点
４級 基準点 88点

静岡県 沼津市 H17.4.26 骨格地形図 1000 写測修正 4.5㎢ 沼津市 (株)パスコ
H18.3.30

静岡県 蒲原町 H16.6.30 土地区画整理 ２級 基準点 2点 蒲原町 昭和設計(株)
H17.3.16 ３級 基準点 4点

４級 基準点 70点
500 平　板 0.2㎢

静岡県 菊川町 H16.11.29 固定資産現況把握 その他 94.2㎢ 菊川町 (株)パスコ
小笠町 H17.3.22

静岡県 静岡市 H17.1.18 地籍調査 街区三角点 基準点 25.7㎢ 昭和設計(株)
H17.7.15 街区多角点 基準点 25.7㎢

静岡県 小山町 H17.2.15 ほ場整備 ３級 基準点 5点
H17.2.25 ４級 基準点 0.1㎢

静岡県 由比町 H17.2.21 2500地形図作成 2500 写測図化 23㎢ 由比町 アジア航測(株)
H17.12.27 12500 カラー撮影 23㎢

静岡県 浜松市 H17.3.25 用地測量 １級 基準点 7点 横浜防衛施設局 (株)フジヤマ
H17.3.31 ２級 基準点 13点

愛知県 岡崎市 H18.2.24 道路計画 10000 カラー撮影 45㎢ 西三河建設事務所 国際航業(株)
西尾市 H18.3.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 45㎢
一色町

愛知県 名張市 H18.8.10 地籍調査 １級 基準点 4点 名張市 朝日航洋(株)
H18.11.17

愛知県 名古屋市 H18.4.10 河川管理 １級 水　準 3.3㎞
H18.6.10 1点

愛知県 豊根村 H18.4.3 森林計画 20000 撮　影 395.2㎢ 愛知県
設楽町 H18.10.31
豊田市

愛知県 大府市 H18.3.27 河川図作成 １級 基準点 3点 愛知県知多建設事務所 (株)帝国建設コンサルタン
東浦町 H18.5.31

愛知県 名古屋市 H18.4.24 都市計画 １級 基準点 1点 名古屋市 (株)サンキ
H18.5.31

愛知県 弥富町 H18.4.20 都市計画 2500 数値図修正 48.2㎢ 弥富市
十四山村 H18.7.18 2500 座標変換 10㎢

愛知県 H18.7.1 地盤変動調査 １級 水　準 487㎞ 愛知県 新晃コンサルタント(株)
H19.2.28 (株)新日

(株)飯沼コンサルタント

愛知県 名古屋市 H18.4.30 土地区画整理 １級 基準点 1点
H18.9.30 ３級 基準点 4点

４級 基準点 31点

地籍調査（基準点
再設）

（株）浜名湖国際頭脳セン
ター

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

(株)協同コンサルタント

（株）カナエジオマチックス

(株)大増コンサルタンツ
国土交通省中部地方整備
局庄内川河川事務所

名古屋市赤松土地区画整
理組合

御殿場市中山大坂土地区
画整理組合

中部地方整備局静岡国道
事務所

国土交通省　土地・水資源
局　国土調査課

富士裾野東部土地改良区
静岡県土地改良事業団体
連合会
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 豊川市 H18.6.19 土地区画整理 ２級 基準点 1点
H19.3.16 ３級 基準点 3点

４級 基準点 0.1㎢

愛知県 知多市 H18.7.10 土地区画整理 ２級 基準点 2点
H19.3.20 ３級 基準点 3点

４級 基準点 40点

愛知県 春日井市 H18.6.16 道路計画 ３級 基準点 3点 尾張建設事務所 (株)神田設計
H18.12.25 ４級 基準点 9点

３級 水　準 5㎞

愛知県 刈谷市 H18.7.13 総合計画 ４級 基準点 21点 中部復建(株)
H18.8.31

愛知県 阿久比町 H18.5.18 河川計画 ２級 基準点 1点 知多建設事務所
H18.10.14 ３級 基準点 2点

愛知県 豊山町 H18.7.19 下水道計画 5000 カラー撮影 0.6㎢ 西春日井郡豊山町
H19.1.31 500 写測修正 0.6㎢

500 座標変換 0.6㎢

愛知県 豊川市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 8.1㎢
H18.10.17 街区多角点 基準点 8.1㎢

街区点 基準点 8.1㎢

愛知県 豊川市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 8.3㎢ (株)葵設計事務所
H18.10.19 街区多角点 基準点 8.3㎢

街区点 基準点 8.3㎢

愛知県 豊橋市 H18.6.9 地籍調査 街区三角点 基準点 5.3㎢ (株)葵設計事務所
新城市 H18.10.20 街区多角点 基準点 5.3㎢

街区点 基準点 5.4㎢
小坂井町

愛知県 岡崎市 H18.6.12 地籍調査 街区三角点 基準点 12.9㎢ 中部復建(株)
H18.10.30 街区多角点 基準点 12.9㎢

愛知県 一宮市 H18.6.12 地籍調査 街区三角点 基準点 11.4㎢ 藤コンサル(株)
H18.10.17 街区多角点 基準点 11.4㎢

愛知県 一宮市 H18.6.12 地籍調査 街区三角点 基準点 14.7㎢ 藤コンサル(株)
H18.11.14 街区多角点 基準点 14.7㎢

愛知県 半田市 H18.6.13 地籍調査 簡級 基準点 13.5㎢
H18.10.23 街区多角点 基準点 13.5㎢

愛知県 半田市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 7.9㎢
一色町 H18.10.5 街区多角点 基準点 7.9㎢

愛知県 大府市 H18.6.13 地籍調査 街区三角点 基準点 8.2㎢ キタイ設計(株)
H18.10.2 街区多角点 基準点 8.2㎢

愛知県 東浦町 H18.7.14 造成事業 ２級 基準点 6点 (株)パスコ
H18.11.10 ３級 水　準 7.5㎞

愛知県 大口町 H18.8.30 土地区画整理 ４級 基準点 50点 大口町
H19.3.23 ３級 水　準 1.9㎞

４級 水　準 2.5㎞
500 平　板 0.1㎢

愛知県 名古屋市 H18.8.3 河川管理 ４級 基準点 0.1㎢
H18.12.18

愛知県 大府市 H18.9.1 公共基準点改測 ３級 基準点 1点 大府市 キタイ設計(株)
H18.10.12

愛知県 名古屋市 H18.10.10 土地区画整理 ４級 基準点 0.1㎢ 名古屋市 (株)日進サーベー
H19.1.25

愛知県 名古屋市 H18.11.15 地盤変動調査 １級 水　準 16.1㎞ 三協調査設計(株)
大治町 H19.2.28
甚目寺町
清須市

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

(株)大地コンサルタント

玉野総合コンサルタント
(株)

(株)石田技術コンサルタン
ツ

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

豊川大橋土地区画整理組
合

愛知県衣浦港工事事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

知多岡田北部土地区画整
理組合

独立行政法人都市再生機
構中部支社

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

中部地方整備局庄内川河
川事務所

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

中部地方整備局庄内川河
川事務所

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
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 弥富市 H18.9.27 地盤変動調査 １級 水　準 105㎞ 名古屋港管理組合 (株)愛河調査設計
飛島村 H19.3.9
名古屋市
東海市
知多市

愛知県 名古屋市 H18.10.23 地盤変動調査 １級 水　準 242㎞ 名古屋市 (株)オオバ
H19.3.9

愛知県 名古屋市 H18.10.18 都市計画 １級 基準点 1点 名古屋市 三協調査設計(株)
H18.11.17

愛知県 名古屋市 H18.11.1 都市計画 １級 基準点 1点 名古屋市 三協調査設計(株)
H18.12.14

愛知県 大治町 H18.6.14 地籍調査 ３級 基準点 17点 大治町
H18.10.31

愛知県 岡崎市 H18.9.12 地籍調査 ２級 基準点 2点 岡崎市 (株)オオバ
H19.1.29

愛知県 岡崎市 H18.9.12 地籍調査 街区三角点 基準点 10.5㎢ (株)オオバ
H19.1.28 街区多角点 基準点 10.5㎢

愛知県 一宮市 H18.9.12 地籍調査 街区三角点 基準点 13.8㎢
稲沢市 H19.2.16 街区多角点 基準点 13.8㎢

愛知県 日進市 H18.9.12 地籍調査 街区三角点 基準点 9㎢ 三重測量(株)
北名古屋市 H19.1.22 街区多角点 基準点 9㎢
長久手町
豊山町

愛知県 犬山市 H18.10.3 地籍調査 街区三角点 基準点 13.4㎢
江南市 H19.2.27 街区多角点 基準点 13.4㎢
大口町

愛知県 知立市 H18.10.3 地籍調査 街区三角点 基準点 6.3㎢ (株)淀川アクテス
H19.1.19 街区多角点 基準点 6.3㎢

愛知県 知多市 H18.10.3 地籍調査 街区三角点 基準点 10.5㎢ 阪神臨海測量(株)
東浦町 H19.3.5 街区多角点 基準点 10.5㎢

愛知県 東郷町 H18.10.3 地籍調査 街区三角点 基準点 3.6㎢ (株)名邦テクノ
三好町 H19.1.15 街区多角点 基準点 3.6㎢

愛知県 武豊町 H18.11.1 道路計画 ２級 基準点 5点
H19.2.28 ３級 基準点 6点

愛知県 名古屋市 H18.9.15 土地区画整理 ２級 基準点 2点
H18.12.24 ３級 基準点 7点

愛知県 豊田市 H18.10.13 道路計画 １級 基準点 2点 (株)朝日設計事務所
H19.1.31 ２級 基準点 2点

３級 基準点 7点
４級 基準点 25点

愛知県 名古屋市 H18.8.15 地籍調査 街区点 基準点 16.3㎢ (株)新日
H19.1.20

愛知県 名古屋市 H18.8.19 地籍調査 街区点 基準点 17.9㎢
H19.1.20

愛知県 一宮市 H18.9.13 地籍調査 街区点 基準点 15.7㎢ 藤コンサル(株)
扶桑町 H19.2.20

愛知県 大治町 H18.9.13 地籍調査 街区点 基準点 11.2㎢ 久松測量設計(株)
甚目寺町 H19.2.20
美和町

愛知県 清須市 H18.9.12 地籍調査 街区点 基準点 9.2㎢ (株)新日
H19.2.20

愛知県 岡崎市 H18.9.15 地籍調査 街区点 基準点 9.3㎢ 長江測量設計(株)
幸田町 H19.2.20

大日・中建・宮島経常街区
点測量業務共同企業体

日本空間情報技術(株)

智原川井和州共同企業体

(株)大増コンサルタンツ

玉野総合コンサルタント
(株)

(株)協同コンサルタント
名古屋市諸ノ木南部土地区
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

愛知県知多建設事務所

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

愛知県豊田加茂建設事務
所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 岡崎市 H18.9.14 地籍調査 街区点 基準点 10.9㎢
H19.2.20

愛知県 岡崎市 H18.9.12 地籍調査 街区点 基準点 11㎢
H19.2.20

愛知県 弥富市 H18.7.11 公共基準点の改測 １級 基準点 2点 (株)サンキ
H18.12.28

愛知県 蟹江町 H18.7.11 公共基準点改測 ２級 基準点 2点 蟹江町 (株)サンキ
H18.12.28

愛知県 刈谷市 H18.12.4 固定資産 7000 直接定位計算 50.5㎢ 刈谷市 朝日航洋(株)
H19.3.15 7000 カラー撮影 50.5㎢

愛知県 武豊町 H18.12.1 港湾計画 １級 基準点 2点 衣浦港務所
H19.2.28 ２級 基準点 2点

愛知県 半田市 H18.12.1 河川管理 1000 数値図化 1.3㎢ 知多建設事務所 朝日航洋(株)
大府市 H19.2.20
美浜町
東浦町

愛知県 常滑市 H18.11.28 地籍調査 街区三角点 基準点 7.6㎢
H19.3.22 街区多角点 基準点 7.6㎢

愛知県 武豊町 H19.1.15 道路計画 １級 基準点 2点
H19.2.28 ３級 基準点 3点

愛知県 美浜町 H19.1.15 道路台帳 1000 既成図数値化 0.2㎢ 美浜町 中日本航空測量(株)
H19.3.15 1000 写測修正 0.2㎢

愛知県 扶桑町 H19.2.8 測量標保全 ３級 基準点 2点 扶桑町
H19.3.26 ３級 水　準 1.1㎞

愛知県 日進市 H18.8.10 土地区画整理 500 座標変換 1.2㎢ 中部地域整備(株)
H19.3.30

愛知県 愛西市 H18.7.11 地籍調査 街区三角点 基準点 10.8㎢ (株)サンキ
弥富市 H18.12.28 街区多角点 基準点 10.8㎢
七宝町
蟹江町

愛知県 知多市 H17.4.1 土地区画整理 ３級 基準点 3点
H17.4.29 ４級 基準点 2点

愛知県 H17.7.1 地盤変動調査 １級 水　準 542㎞ 愛知県
H18.2.28

(株)中部テック
(株)朝日設計事務所

愛知県 江南市 H17.4.13 都市計画 10000 カラー撮影 30.2㎢ 江南市 アジア航測(株)
H18.2.28 1000 写測修正 6㎢

2500 写測修正 24.2㎢

愛知県 碧南市 H17.7.7 都市計画 2500 写測修正 32.8㎢ 碧南市 アジア航測(株)
H18.3.24

愛知県 東栄町 H17.7.1 道路計画 ３級 基準点 4点 東栄町
H18.3.25 500 平　板 0.1㎢

簡級 水　準 1㎞

愛知県 名古屋市 H17.6.20 道路台帳 500 写測図化 0.1㎢ 名古屋国道事務所
H17.7.31

愛知県 師勝町 H17.7.20 都市計画 10000 カラー撮影 8.4㎢ 師勝町
H18.1.25 2500 写測修正 8.4㎢

2500 座標変換 8.4㎢

愛知県 西春町 H17.7.20 都市計画 10000 カラー撮影 10㎢ 西春町
H18.2.1 2500 写測修正 10㎢

2500 座標変換 10㎢

(株)飯沼コンサルタント

ニチイコンサルタント(株)

(株)オリエンタルコンサルタ
ンツ

玉野総合コンサルタント
(株)

中日本建設コンサルタント
(株)

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

中部地方整備局木曽川下
流河川事務所

日進赤池モチロ土地区画整
理組合

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

愛知県知多建設事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

知多岡田善坪・西二夕俣土
地区画整理組合

八千代エンジニヤリング
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

柴山コンサルタント(株)

(株)協同コンサルタント

(株)東海共同測量設計コン
サルタント
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 豊山町 H17.7.20 都市計画 10000 カラー撮影 6.2㎢ 豊山町
H18.3.20 2500 写測修正 6.2㎢

2500 座標変換 6.2㎢

愛知県 名古屋市 H17.9.1 共用空間データ 数値図修正 739.9㎢ 愛知県
一宮市 H18.3.31 座標変換 326.5㎢
豊田市
小牧市
新城市
大府市
飛島村
幸田町
三好町

愛知県 一宮市 H17.8.8 都市計画 10000 カラー撮影 113.9㎢ 一宮市 アジア航測(株)
H17.12.28 2500 写測修正 113.9㎢

愛知県 長久手町 H17.8.17 土地改良 ２級 基準点 7点 長久手土地改良区 (株)名邦テクノ
H18.3.25 ３級 基準点 18点

４級 基準点 0.5㎢

愛知県 春日井市 H17.8.17 固定資産 8000 カラー撮影 92.7㎢ 春日井市
H18.3.20

愛知県 田原市 H17.8.18 都市計画 8000 カラー撮影 82.2㎢ 愛知県　　田原市 (株)パスコ
H17.8.18 2500 写測修正 82.2㎢

2500 既成図数値化 82.2㎢

愛知県 日進市 H17.5.19 都市計画 2500 写測修正 34.9㎢ 日進市 (株)パスコ
H18.1.31 2500 座標変換 34.9㎢

愛知県 大口町 H17.8.6 道路台帳 10000 カラー撮影 13.6㎢ 大口町 中日本航空(株)
H18.3.3 1000 写測修正 13.5㎢

2500 写測修正 13.5㎢

愛知県 東海市 H17.8.26 都市計画 1000 写測修正 33.4㎢ 東海市 アジア航測(株)
H18.2.10 2500 写測修正 43.4㎢

愛知県 常滑市 H17.8.26 都市計画 10000 カラー撮影 42.1㎢ 常滑市 アジア航測(株)
H18.2.28 1000 写測修正 4.3㎢

2500 写測修正 42.1㎢

愛知県 小牧市 H17.9.1 土地区画整理 ３級 基準点 13点 小牧市
H18.3.31 ４級 基準点 251点

500 地上数値法 0.2㎞

愛知県 愛西市 H17.9.13 都市計画 10000 カラー撮影 11.1㎢ 愛西市
H18.3.18 2500 写測修正 38.8㎢

2500 座標変換 57.5㎢

愛知県 安城市 H17.10.3 土地改良 ２級 基準点 9点
H18.3.15 ３級 基準点 31点

４級 基準点 1.3㎢

愛知県 安城市 H17.10.3 土地改良 ２級 基準点 10点
H18.3.15 ３級 基準点 32点

４級 基準点 1㎢

愛知県 岡崎市 H17.10.5 道路計画 ２級 基準点 8点
H18.3.31 ４級 基準点 60点

３級 水　準 3㎞
500 平板・修正 0.1㎢

愛知県 豊明市 H17.10.4 砂防計画 1000 写測図化 0.1㎢ 中日本航空(株)
H18.3.24

愛知県 名古屋市 H17.10.14 道路台帳 500 平　板 0.1㎢ 名古屋市
H18.1.15

愛知県 三好町 H17.10.3 ２級 基準点 10点 三好町 アジア航測(株)
H17.12.27

愛知県 愛西市 H17.10.14 地盤変動調査 １級 水　準 191.6㎞ 中部復建(株)
弥富町 H18.3.17

岐阜県 羽島市
平田町
海津市

三重県 桑名市
木曽岬町

道路台帳基準点
改測

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

中央コンサルタンツ(株)

（株）カナエジオマチックス

玉野総合コンサルタント
(株)

愛知県西三河農林水産事
務所

愛知県土地改良事業団体
連合会

愛知県西三河農林水産事
務所

愛知県土地改良事業団体
連合会

日本道路公団中部支社豊
田工事事務所

前田コンサルタント(株)

愛知県尾張建設事務所

木曽川下流河川事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 豊橋市 H17.10.21 1000 写測図化 1㎢ 東三河建設事務所 アジア航測(株)
豊川市 H17.11.30 1000 座標変換 1㎢
蒲郡市
田原市
音羽町
御津町

愛知県 東栄町 H17.10.5 1000 写測図化 0.1㎢ 新城設楽建設事務所 朝日航洋(株)
豊根村 H18.2.28 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 鳳来町 H17.10.3 1000 写測図化 0.1㎢ 新城設楽建設事務所
作手村 H18.2.28 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 新城市 H17.10.3 1000 写測図化 0.1㎢ 新城設楽建設事務所 国際航業(株)
H18.2.28 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 設楽町 H17.10.13 1000 写測図化 0.1㎢ 新城設楽建設事務所 応用地質(株)
津具村 H18.2.28 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 長久手町 H17.9.24 1000 写測図化 0.1㎢ 尾張建設事務所 中日本航空(株)
H18.3.24 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 犬山市 H17.10.22 1000 写測図化 0.1㎢ 一宮建設事務所 国際航業(株)
H17.12.20 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 西尾市 H17.10.14 1000 写測図化 0.3㎢ 西三河建設事務所 国際航業(株)
吉良町 H18.2.28 1000 座標変換 0.3㎢
幡豆町
幸田町
額田町

愛知県 尾張旭市 H17.11.10 1000 写測図化 0.1㎢ 尾張建設事務所 中日本航空(株)
H18.3.24 1000 座標変換 0.1㎢

愛知県 豊川市 H17.10.17 総合計画 10000 カラー撮影 65.4㎢ 豊川市 アジア航測(株)
H17.12.22

愛知県 一宮町 H17.10.17 総合計画 10000 カラー撮影 36.6㎢ 一宮町 アジア航測(株)
H18.3.22

愛知県 豊川市 H17.10.19 道路計画 ２級 基準点 4点
豊橋市 H18.2.9 ４級 基準点 16点

愛知県 大府市 H17.11.10 道路台帳 1000 平板・修正 0.1㎢ 大府市 アジア航測(株)
H17.11.10

愛知県 犬山市 H17.8.24 道路台帳 1000 平板・修正 0.4㎢ 犬山市 アジア航測(株)
H18.3.20

愛知県 三好町 H17.9.2 道路台帳 1000 平板・修正 0.3㎢ 三好町 アジア航測(株)
H18.3.10

愛知県 愛西市 H17.9.29 道路台帳 1000 写測図化 1.8㎢ 愛西市
H18.3.27

愛知県 安城市 H17.10.31 道路計画 ２級 基準点 4点 三和航測(株)
碧南市 H18.2.28 ３級 基準点 8点

４級 基準点 76点
４級 路　線 2.1㎞
500 平　板 0.4㎢

愛知県 名古屋市 H17.9.9 土地区画整理 ２級 基準点 3点
H18.3.1 ３級 基準点 20点

愛知県 岡崎市 H17.11.10 都市計画 ２級 基準点 6点 (株)中部テック
H18.3.31

愛知県 豊根村 H17.11.1 計画 2500 空　三 22.9㎢ 浜松河川国道事務所 中日本航空(株)
東栄町 H18.3.15 2500 写測図化 32.7㎢
富山村 ２級 水　準 64㎞

静岡県 佐久間町 ４級 水　準 5㎞

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

土砂災害防止対策
推進調査

（財）　名古屋都市整備公
社

基礎地盤コンサルタンツ
(株)

(株)飯沼コンサルタント

玉野総合コンサルタント
(株)

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

中部地方整備局名四国道
事務所

岡崎真伝特定土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 新城市 H17.11.21 道路台帳 1000 平板・修正 0.1㎢ 新城市 アジア航測(株)
H18.2.20 4.1㎞

愛知県 東浦町 H17.10.12 ２級 基準点 1点 東浦町
H18.2.20 ３級 基準点 2点

愛知県 岡崎市 H17.10.25 ２級 基準点 4点
H18.3.23 ３級 基準点 8点

４級 基準点 137点

愛知県 名古屋市 H17.10.21 ４級 基準点 0.2㎢ (株)オオバ
H18.3.20 500 地上数値法 0.2㎢

４級 座標変換 0.1㎢

愛知県 阿久比町 H17.10.28 道路台帳 4000 撮　影 9㎢ 阿久比町 中日本航空測量(株)
H18.3.17 空　三 46点

500 写測修正 0.8㎢
500 既成図数値化 0.8㎢

愛知県 常滑市 H17.11.28 砂防計画 1000 写測図化 0.2㎢ 知多建設事務所 朝日航洋(株)
東海市 H18.3.24
知多市
阿久比町
南知多町
美浜町

愛知県 小牧市 H17.11.30 固定資産 8000 カラー撮影 62.8㎢ 愛知県　　小牧市 朝日航洋(株)
H18.3.20

愛知県 半田市 H17.10.1 土地区画整理 ２級 基準点 3点 半田市
H18.3.23 ３級 基準点 8点

４級 基準点 0.3㎢
３級 水　準 2.7㎞
４級 水　準 6.2㎞
500 平　板 0.3㎢

愛知県 瀬戸市 H17.12.1 都市計画 2500 写測修正 111.6㎢ 瀬戸市 アジア航測(株)
H18.3.27

愛知県 稲沢市 H17.11.25 総合計画 5000 カラー撮影 122.8㎢ 稲沢市 (株)みちのく計画
H18.3.30

愛知県 半田市 H17.11.30 地すべり対策 ２級 基準点 1点
H18.1.30

愛知県 名古屋市 H17.11.9 道路台帳 ３級 基準点 6点 愛知国道事務所 中日本航空(株)
H18.3.30 ４級 基準点 23点

３級 水　準 4㎞

愛知県 日進市 H17.12.26 砂防計画 1000 写測図化 0.1㎢ 尾張建設事務所 中日本航空(株)
H18.3.24

愛知県 東郷町 H17.12.26 砂防計画 1000 写測図化 0.1㎢ 尾張建設事務所 中日本航空(株)
H18.3.24

愛知県 大府市 H17.10.8 道路台帳 ４級 基準点 45点 名四国道事務所 東武計画(株)
豊明市 H18.3.17 500 写測図化 0.4㎢

愛知県 H17.8.9 道路台帳 4000 カラー撮影 27.9㎢ 名古屋国道事務所 (株)パスコ
H18.2.28 500 写測図化 2.1㎢

500 写測修正 0.6㎢
２級 基準点 16点
３級 基準点 28点
３級 水　準 87.4㎞

愛知県 名古屋市 H17.10.22 道路台帳 ３級 基準点 33点 名古屋国道事務所
春日井市 H18.3.10 ３級 水　準 47.9㎞
清須市 500 写測図化 2.4㎢
甚目寺町 ２級 基準点 14点
飛島村
弥富町

愛知県 豊田市 H17.9.1 道路台帳 500 写測図化 1.5㎢ 名古屋国道事務所 中日本航空(株)
H18.3.10 500 写測修正 0.1㎢

３級 水　準 42.8㎞
１級 基準点 44点

土地区画整理（基
準点改測）

土地区画整理（画
地確定測量）

（仮称）三丁公園整
備事業

アローコンサルタント(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

愛知県知多建設事務所

岡崎蓑川南部土地区画整
理組合

名古屋市八ツ松土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 甚目寺町 H17.12.1 道路台帳 1000 平板・修正 0.1㎢ 甚目寺町 アジア航測(株)
H18.3.20

愛知県 犬山市 H18.1.4 砂防計画 ３級 基準点 2点
H18.2.28 ４級 基準点 21点

500 平　板 0.1㎢
路　線 0.4㎞

愛知県 豊明市 H17.11.24 地籍調査 ２級 基準点 1点 豊明市
H18.2.3 ３級 基準点 2点

愛知県 東海市 H17.12.1 河川管理 ３級 基準点 15点 (株)つかもと
H18.3.31

愛知県 春日井市 H18.1.16 砂防計画 ２級 基準点 2点
H18.3.20 ３級 基準点 1点

４級 基準点 42点
３級 水　準 12㎞
500 平　板 0.1㎢

愛知県 名古屋市 H18.1.11 道路台帳 4000 カラー撮影 0.2㎢ 名古屋国道事務所 中日本航空(株)
H18.3.31 500 写測修正 0.1㎢

500 写測図化 0.1㎢

愛知県 大府市 H17.12.22 その他 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 348㎢ 知多建設事務所 朝日航洋(株)
常滑市 H18.3.24
東浦町
武豊町
阿久比町
美浜町
東海市
南知多町

愛知県 豊橋市 H18.1.10 道路計画 １級 基準点 2点 (株)葵設計事務所
H18.3.20

愛知県 岡崎市 H18.1.30 河川管理 １級 基準点 4点 司開発(株)
H18.3.30 ３級 基準点 23点

４級 基準点 98点

愛知県 豊田市 H17.12.26 土地区画整理 ３級 基準点 7点 (株)オオバ
H18.3.31

愛知県 蒲郡市 H18.1.20 地籍調査 ２級 基準点 8点 蒲郡市 (株)中部テック
H18.2.13 ３級 基準点 17点

愛知県 安城市 H17.12.20 道路台帳 1000 平板・修正 0.4㎢ 安城市 アジア航測(株)
H18.3.22

愛知県 知多市 H17.12.19 道路台帳 1000 平板・修正 0.1㎢ 知多市 アジア航測(株)
H18.3.24

愛知県 碧南市 H17.12.8 道路台帳 500 平板・修正 0.1㎢ 碧南市 アジア航測(株)
H18.3.24

愛知県 瀬戸市 H17.12.7 道路台帳 500 平板・修正 0.5㎢ 瀬戸市 アジア航測(株)
H18.3.18

愛知県 東海市 H17.8.30 道路台帳 500 平板・修正 0.1㎢ 東海市 アジア航測(株)
H18.3.31

愛知県 一宮市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 22.8㎢ (株)新日
津島市 H18.3.17 街区多角点 基準点 22.8㎢
岩倉市
師勝町

愛知県 瀬戸市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 14.4㎢
H18.1.24 街区多角点 基準点 14.4㎢

愛知県 春日井市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 11.9㎢
H18.1.16 街区多角点 基準点 11.9㎢

愛知県 春日井市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 20.2㎢
H18.3.3 街区多角点 基準点 20.2㎢

(株)大増コンサルタンツ

玉野総合コンサルタント
(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

泰平コンサルタント(株)

中央コンサルタンツ(株)

(有)名古屋エンジニアリン
グ

愛知県知多建設事務所

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

愛知県尾張建設事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

愛知県東三河建設事務所

愛知県一宮建設事務所

中部地方整備局豊橋河川
事務所

豊田浄水特定土地区画整
理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 碧南市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 17.5㎢
高浜市 H18.1.30 街区多角点 基準点 17.5㎢

愛知県 刈谷市 H17.8.24 地籍調査 街区三角点 基準点 19㎢ 藤コンサル（株）
豊明市 H18.1.18 街区多角点 基準点 19㎢

愛知県 豊田市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 17.3㎢ (株)オオバ
H18.1.30 街区多角点 基準点 17.3㎢

愛知県 豊田市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 14.1㎢ (株)オオバ
H18.1.13 街区多角点 基準点 14.1㎢

愛知県 西尾市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 11㎢
H18.1.10 街区多角点 基準点 11㎢

愛知県 小牧市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 13.7㎢
H18.1.23 街区多角点 基準点 13.7㎢

愛知県 東海市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 14.5㎢
H18.1.13 街区多角点 基準点 14.5㎢

愛知県 尾張旭市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 7.8㎢ (株)大興計測技術
H17.12.26 街区多角点 基準点 7.8㎢

愛知県 豊橋市 H17.9.28 地籍調査 街区三角点 基準点 13.3㎢
H18.2.28 街区多角点 基準点 13.3㎢

街区点 基準点 13.3㎢

愛知県 安城市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 10.9㎢ (株)愛河調査設計
H18.1.31 街区多角点 基準点 10.9㎢

愛知県 豊橋市 H17.10.26 地籍調査 街区三角点 基準点 9.4㎢ (株)朝日設計事務所
H18.3.9 街区多角点 基準点 9.4㎢

街区点 基準点 9.4㎢

愛知県 豊橋市 H17.10.26 地籍調査 街区三角点 基準点 12.2㎢
H18.3.24 街区多角点 基準点 12.2㎢

街区点 基準点 12.2㎢

愛知県 小牧市 H18.2.1 河川計画 ２級 基準点 2点
H18.3.13 ３級 基準点 4点

愛知県 春日井市 H18.1.31 土地区画整理 ２級 基準点 2点
H18.3.20 ３級 基準点 9点

４級 基準点 0.1㎢

愛知県 刈谷市 H18.1.23 計画 10000 カラー撮影 20.5㎢ 知立建設事務所 中日本航空(株)
知立市 H18.3.19 直接定位計算 20.5㎢
安城市
碧南市

愛知県 豊橋市 H17.10.26 公共基準点改測 ２級 基準点 3点 豊橋市 (株)朝日設計事務所
H18.3.31 ３級 基準点 5点

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

愛知県 一宮市 H18.2.6 河川計画 １級 基準点 39点
犬山市 H18.3.30 ３級 基準点 164点
扶桑町

岐阜県 岐阜市
各務原市
可児市
美濃加茂市

愛知県 春日井市 H18.1.24 ３級 基準点 8点 春日井市 (株)つかもと
H18.3.10 ４級 基準点 63点

愛知県 碧南市 H18.3.1 河川管理 ２級 水　準 22.7㎞
H18.3.30

愛知県 安城市 H18.3.1 土地区画整理 ２級 基準点 15点 安城市
H18.3.31 ３級 基準点 60点

４級 基準点 600点

愛知県 安城市 H17.9.16 改測 ２級 基準点 4点 安城市 (株)愛河調査設計
H18.3.30

土地区画整理（座
標変換）

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

(株)大増コンサルタンツ

大日コンサルタント(株)
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

（株）カナエジオマチックス

中央コンサルタンツ(株)

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

(株)石田技術コンサルタン
ツ

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

(株)帝国建設コンサルタン
ト

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

愛知県尾張建設事務所

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

日本振興・小松測量共同
企業体

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

(株)大地コンサルタント

名古屋市荒田土地区画整
理組合

中部地方整備局木曽川上
流河川事務所

玉野総合コンサルタント
(株)

中部地方整備局豊橋河川
事務所

アマノコンサルタント(株)

春日井大留上土地区画整
理組合

玉野総合コンサルタント
(株)

国土交通省土地・水資源局
国土調査課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 名古屋市 H17.12.20 街区点測量 街区点 基準点 27.2㎢
H18.3.31

愛知県 名古屋市 H17.12.20 街区点測量 街区点 基準点 24.1㎢ 三協調査設計(株)
H18.3.31

愛知県 刈谷市 H17.12.22 街区点測量 街区点 基準点 30.1㎢ 藤コンサル(株)
豊明市 H18.3.31
安城市

愛知県 豊田市 H17.12.22 街区点測量 街区点 基準点 31.4㎢ (株)拓工
H18.3.31

愛知県 東海市 H17.12.22 街区点測量 街区点 基準点 14.5㎢ 三協調査設計(株)
H18.3.31

愛知県 碧南市 H17.12.22 街区点測量 街区点 基準点 28.5㎢ 久松測量設計(株)
西尾市 H18.3.31
高浜市

愛知県 一宮市 H17.12.21 街区点測量 街区点 基準点 22.8㎢ (株)オオバ
津島市 H18.3.31
岩倉市
師勝町

愛知県 小牧市 H17.12.20 街区点測量 街区点 基準点 35.9㎢ 国土交通省土地・水資源局国
瀬戸市 H18.3.31
尾張旭市

愛知県 春日井市 H17.12.17 街区点測量 街区点 基準点 32.1㎢ 国土交通省土地・水資源局国(株)朝日設計事務所
H18.3.31

愛知県 碧南市 H18.3.20 河川管理 １級 基準点 3点 中部地方整備局豊橋河川事
西尾市 H18.3.30 ２級 基準点 20点

３級 基準点 48点

愛知県 名古屋市 H18.2.27 都市計画 １級 基準点 1点 名古屋市 (株)サンキ
H18.3.31

愛知県 碧南市 H18.3.10 土地区画整理 ３級 基準点 3点
H18.5.31 ４級 基準点 33点

愛知県 名古屋市 H18.3.10 ３級 基準点 4点 中部地域整備(株)
H18.6.25 ４級 基準点 3点

愛知県 名古屋市 H18.1.11 計画 10000 カラー撮影 859.5㎢ 庄内川河川事務所 中日本航空(株)
蟹江町 H18.3.24 １級 基準点 31点
大治町 直接定位計算 859.5㎢
甚目寺町
清洲市
春日井市
春日町
西春町
師勝町
豊山町
瀬戸市
尾張旭市

岐阜県 多治見市
土岐市
瑞浪市

愛知県 豊田市 H18.3.20 砂防計画 2500 写測図化 36.6㎢ 豊田加茂建設事務所 アジア航測(株)
H18.3.20

愛知県 豊田市 H18.1.13 砂防計画 2500 写測図化 45㎢ 豊田加茂建設事務所 アジア航測(株)
H18.4.28

愛知県 刈谷市 H17.8.11 道路台帳 500 平板・修正 0.2㎢ 刈谷市 アジア航測(株)
H18.3.24

愛知県 瀬戸市 H18.2.27 土砂災害防止対策 1000 写測図化 0.1㎢ 尾張建設事務所 中日本航空(株)
H18.3.24

愛知県 小牧市 H17.12.5 道路台帳 500 平板・修正 0.2㎢ 愛知県　　小牧市 アジア航測(株)
H18.3.22

土地区画整理（座
標変換）

(株)サンヨーナイスコーポ
レーション

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

碧南札木土地区画整理組
合

玉野総合コンサルタント
(株)

名古屋市赤松北部土地区
画整理組合

若鈴コンサルタンツ(株)

玉野総合コンサルタント
(株)

国土交通省土地・水資源局
国土調査課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

愛知県 豊橋市 H18.1.7 河川計画 ２級 基準点 2点
H18.3.22 ３級 基準点 14点

４級 基準点 42点
３級 水　準 8㎞
500 平板・修正 0.1㎢

愛知県 名古屋市 H17.8.22 都市計画 12500 カラー撮影 326.5㎢ 名古屋市 (株)ジャステック
H18.3.20 2500 写測修正 326.5㎢

愛知県 春日井市 H16.12.24 土地区画整理 ４級 基準点 0.2㎢
H17.12.31

三重県 四日市市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 6.4㎢ 日本テクノ(株)
東員町 H18.11.7 街区多角点 基準点 6.4㎢
川越町

三重県 鈴鹿市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 12.8㎢ 南海カツマ（株）
H18.11.27 街区多角点 基準点 12.8㎢

街区点 基準点 12.8㎢

三重県 鈴鹿市 H18.6.7 地籍調査 街区三角点 基準点 12.1㎢ (株)関西技研
H18.12.4 街区多角点 基準点 12.1㎢

街区点 基準点 12.1㎢

三重県 伊勢市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 4.5㎢ 朝日航洋(株)
名張市 H18.11.17 街区多角点 基準点 4.5㎢
熊野市 街区点 基準点 6.2㎢

三重県 津市 H18.6.8 地籍調査 街区三角点 基準点 7.2㎢ 日本テクノ(株)
菰野町 H18.10.20 街区多角点 基準点 7.2㎢

街区点 基準点 7.2㎢

三重県 津 H18.8.28 ４級 基準点 272点 津地方法務局 (有)左近測地
H18.10.31

三重県 亀山市 H18.9.19 下水道計画 ３級 基準点 3点 亀山市
H18.10.31

三重県 菰野町 H18.6.8 公共基準点改測 ２級 基準点 12点 菰野町 日本テクノ(株)
H18.11.20 ３級 基準点 7点

三重県 桑名市 H18.10.2 地盤変動調査 １級 水　準 187.2㎞ (株)中部テック
木曽岬町 H19.3.15 ３級 水　準 1.5㎞

岐阜県 海津市
羽島市

愛知県 愛西市
弥富市

三重県 川越町 H18.6.8 ２級 基準点 30点 川越町 日本テクノ(株)
H18.11.7 ３級 基準点 99点

三重県 鈴鹿市 H18.6.8 地籍調査 ３級 基準点 7点 三重河川国道事務所 (株)関西技研
H18.12.4

三重県 四日市市 H18.9.14 地籍調査 街区点 基準点 6.4㎢
東員町 H19.2.20
川越町

三重県 多気町 H18.10.17 河川管理 ２級 基準点 10点 (株)パスコ
H19.2.28 ３級 基準点 46点

三重県 桑名市 H18.12.1 道路計画 ２級 基準点 1点 日本技術開発(株)
H19.3.20 ３級 基準点 1点

４級 基準点 12点

三重県 松阪市 H18.7.7 地籍調査 街区三角点 基準点 6.9㎢
H18.11.10 街区多角点 基準点 6.9㎢

街区点 基準点 6.9㎢

三重県 松阪市 H18.7.7 地籍調査 街区三角点 基準点 5.4㎢ 笹村測量設計(株)
H18.9.30 街区多角点 基準点 5.4㎢

街区点 基準点 5.4㎢

三重県 鈴鹿市 H18.6.8 公共基準点改測 ２級 基準点 6点 鈴鹿市 (株)関西技研
H18.12.4

不動産登記法第14
条第１項地図作成

公共基準点改測・
改算

(株)三重新成コンサルタン
ト

中部地方整備局木曽川下
流河川事務所

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

中部地方整備局三重河川
国道事務所

中部地方整備局北勢国道
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

(株)共同技術コンサルタン
ト

加藤・北斗経常共同企業
体

独立行政法人水資源機構
豊川用水総合事業部

玉野総合コンサルタント
(株)

(株)国土開発センター

春日井堀ノ内特定土地区画
整理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

三重県 津市 H17.4.1 第14条地図作製 ４級 基準点 145点 津地方法務局 (有)左近測地
H18.3.31 500 地上数値法 0.3㎢

三重県 南島町 H17.8.1 確定測量 ２級 基準点 2点 南島町
H18.3.20

三重県 南島町 H17.8.1 確定測量 ２級 基準点 3点 南島町
H18.3.20

三重県 名張市 H17.7.1 砂防計画 2500 写測図化 141㎢ (株)GIS関西
青山町 H18.3.31
美杉村

三重県 H17.8.1 都市計画 10000 カラー撮影 10.3㎢ 朝日町 中日本航空(株)
H18.3.30 1000 数値図修正 2㎢

2500 数値図修正 6㎢
1000 座標変換 2㎢
2500 座標変換 6㎢

三重県 木曽岬町 H17.6.29 総合計画 10000 カラー撮影 12.2㎢ 木曽岬町 中日本航空(株)
H18.3.24

三重県 白山町 H17.7.30 砂防計画 2500 写測図化 60㎢ 東武計画(株)
青山町 H18.2.24
上野市
名張市

奈良県 山添村

三重県 松阪市 H17.9.30 確定測量 ２級 基準点 1点
H18.3.17

三重県 玉城町 H17.10.11 下水道計画 ２級 基準点 2点 玉城町
H18.2.28

三重県 桑名市 H17.10.11 地盤変動調査 １級 水　準 113㎞ 三重県
川越町 H18.3.17
四日市市
木曽岬町

三重県 名張市 H17.6.10 固定資産税 10000 カラー撮影 129.8㎢ 名張市 国際航業(株)
H18.3.28 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 129.8㎢

三重県 美杉村 H17.11.10 ２級 基準点 1点
H17.12.25 ３級 基準点 1点

４級 基準点 50点

三重県 松阪市 H17.9.29 ２級 基準点 54点
多気町 H18.3.10 ３級 基準点 374点
鈴鹿市
亀山市
津市
伊勢市

三重県 川越町 H17.11.28 総合計画 ２級 基準点 29点 川越町 中日本航空(株)
H18.2.28 ３級 基準点 99点

２級 水　準 23㎞

三重県 桑名市 H17.12.12 土地区画整理 ４級 基準点 18点 桑名市 (株)オオバ
H18.2.28

三重県 四日市市 H17.10.24 都市計画 2500 座標変換 205.2㎢ 四日市市 (株)パスコ
H18.3.14

三重県 伊賀市 H17.12.5 ほ場整備 ２級 基準点 1点 伊賀町土地改良区
H17.12.26 ３級 基準点 2点

４級 基準点 13点
500 地上数値法 0.1㎢

三重県 いなべ市 H17.9.3 総合計画 8000 カラー撮影 219.6㎢ いなべ市 国際航業(株)
H18.3.17 2500 写測修正 47.9㎢

1000 写測修正 25.5㎢
1000 写測図化 29.8㎢
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 219.6㎢

三重県 いなべ市 H18.1.13 土地改良 ２級 基準点 1点 (株)新日
H18.3.24 500 地上数値法 0.1㎢

砂防計画（座標変
換含）

境界杭等座標化測
量

三重県土地改良事業団体
連合会

三重県土地改良事業団体
連合会

木津川上流河川事務所

木津川上流河川事務所

南山土地改良事業共同施
行設立準備委員会

中部地方整備局三重河川
国道事務所

(株)弘洋コンサルタンツ

近畿地方整備局木津川上
流河川事務所

(株)ダイヤコンサルタント

(株)共同技術コンサルタン
ト

三重県土地改良事業団体
連合会

加藤コンサルタント（株）

松阪地方県民局農政商工
部

三重県土地改良事業団体
連合会
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

三重県 桑名市 H17.8.25 地籍調査 街区三角点 基準点 10㎢
H18.1.10 街区多角点 基準点 10㎢

三重県 津市 H17.8.25 地籍調査 街区点 基準点 21.2㎢ 南海カツマ（株）
H17.11.28

三重県 伊勢市 H17.9.28 地籍調査 街区三角点 基準点 14.8㎢
尾鷲市 H18.3.17 街区多角点 基準点 14.8㎢

街区点 基準点 14.8㎢

三重県 亀山市 H17.9.28 地籍調査 街区三角点 基準点 7.3㎢ 三重測量(株)
伊賀市 H18.2.3 街区多角点 基準点 7.3㎢

街区点 基準点 7.3㎢

三重県 津市 H18.1.30 道路台帳 4000 カラー撮影 2.2㎢ 三重河川国道事務所 中日本航空(株)
鈴鹿市 H18.3.20 500 写測図化 2.2㎢

直接定位計算 2.2㎢

三重県 津市 H18.1.31 農道台帳 10000 カラー撮影 0.3㎢ 中日本航空(株)
H18.3.22 1000 写測図化 0.3㎢

空　三 3点

三重県 伊賀市 H17.12.22 確定測量 ３級 基準点 2点
H18.3.20 ４級 基準点 9点

三重県 四日市市 H18.2.6 道路台帳 ２級 基準点 4点 三重河川国道事務所 三重測量設計(株)
H18.3.20 ３級 基準点 5点

三重県 四日市市 H17.10.29 街区点測量 街区点 基準点 31.8㎢ 丸栄調査設計(株)
H18.3.31

三重県 桑名市 H17.12.26 街区点測量 街区点 基準点 10㎢ (株)イビソク
H18.3.31 (株)三進

三重県 上野市 H17.8.2 砂防計画 2500 写測図化 60㎢ (株)オオバ
青山町 H18.3.9
大山田村

奈良県 月ケ瀬村

三重県 上野市 H17.8.3 砂防計画 2500 写測図化 51㎢ (株)アイ・エヌ・エー
青山町 H18.2.18
白山町

三重県 多気町 H17.6.25 道路台帳 1000 既成図数値化 370.4㎢ 多気町 アジア航測(株)
H17.11.30 1000 平板・修正 38.2㎢

三重県 三重県 H16.9.21 道路台帳 8000 カラー撮影 92㎢ 三重県
H17.1.5 1000 平板・修正 0.3㎢

1000 写測修正 3.8㎢ 国際航業(株)
1000 座標変換 653点 玉野総合コンサルタント

(株)パスコ
(株)富士測量
(有)大起設計所
(株)キタガワテック
坂口測量(有)
(有)山川測量設計
（有）ジオ
(株)大和総合企画
(有)南英コンサルタント
(有)東海プロジェクト
福本測量設計事務所
(有)御紀測量

三重県 芸濃町 H17.2.18 確定測量 ２級 基準点 3点 芸濃町
H17.3.25

三重県 川越町 H16.12.1 道路台帳 ３級 基準点 23点 中日本航空(株)
朝日町 H17.3.25 ４級 基準点 166点

三重県 安濃町 H16.10.15 10000 カラー撮影 36.9㎢ 安濃町
H17.3.25 1000 写真図 36.9㎢

デジタルオルソ画
像作成

(財)三重県建設技術セン
ター

中部地方整備局北勢国道
事務所

玉野総合コンサルタント
(株)

三重県土地改良事業団体
連合会

木津川上流河川事務所

木津川上流河川事務所

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

三重県土地改良事業団体
連合会

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

(株)三重中央コンサルタン
ト

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

(株)共同技術コンサルタン
ト

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

三重県伊賀農林商工環境
事務所

津地方県民局農水商工部
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

滋賀県 能登川町 H17.7.4 都市計画 10000 カラー撮影 32.0㎢ 滋賀県　　能登川町 (株)パスコ
H18.1.25 2500 数値図化 2.5㎢

滋賀県 大津市 H17.10.14 道路台帳 １級 基準点   3点 滋賀県　　大津市 野間トレース
H17.12.22

滋賀県 大津市 H17.10.14 道路台帳 １級 基準点   2点 滋賀県　　大津市 (有)井門測量
H17.12.22

滋賀県 水口町 H14.7.12 道路計画 8000 カラー撮影 12.8㎢
近畿地方整備局滋賀国道
工事事務所

協和設計株式会社

H14.10.31 1000 数値図化 0.4㎢
２級 基準点   4点
３級 基準点   4点
３級 水　準  5.5Km

滋賀県 日野町 H17.12.1 下水道計画 500 数値図化 0.2㎢ 滋賀県　　日野町 玉野総合コンサルタント
H18.3.30

滋賀県 安土町 H17.11.20 固定資産 8000 カラー撮影 24.3㎢ 滋賀県　　安土町 朝日航洋(株)
H18.3.31

滋賀県 守山市 H17.8.1 土地区画整理 ２級 基準点   3点 (株)サンワコン
H18.3.24 ３級 基準点   8点

４級 基準点   42点
500 地上数値法 0.1㎢

滋賀県 甲賀市 H17.11.7 導水路改修計画 ３級 基準点   3点 (株)中部日本測量社
３級 水　準  1.5Km

H18.3.29  1点
滋賀県 近江八幡市 H17.11.14 固定資産 10000 カラー撮影 77.0㎢ 滋賀県　　近江八幡市 朝日航洋(株)

H18.3.10
滋賀県 虎姫町 H17.10.20 都市計画 2500 座標変換 9.5㎢ 滋賀県　　虎姫町 日本空間情報技術(株)

H18.3.31 2500
既成図数値
化

9.5㎢

2500 数値図修正 9.5㎢

滋賀県 水口町 H16.5.10 土地区画整理 ３級 基準点   7点
水口町虫生野土地区画整
理組合

村上興業(株)

H17.10.31 ４級 基準点   24点
500 地上数値法 0.1㎢

滋賀県 秦荘町 H17.11.14 都市計画 2500 座標変換 38.0㎢ 滋賀県　　愛知川町 朝日航洋(株)
愛知川町 H18.2.21 2500 数値図修正 38.0㎢

2500
既成図数値
化

12.9㎢

2500 編　集 16.0㎢
滋賀県 日野町 H17.12.1 下水道計画 500 数値図化 1.4㎢ 滋賀県　　日野町 内外エンジニアリング(株)

H18.3.30
滋賀県 大津市 H17.8.8 道路台帳 ２級 基準点   2点 滋賀県　　大津市 正和設計(株)

H17.11.25 ３級 基準点   17点
４級 基準点   130点
500 平　板 0.2㎢

滋賀県 大津市 H17.11.14 河川計画 航空レーザ 21.4㎢ (株)パスコ
草津市 H18.3.10
守山市
栗東市
野洲市
湖南市

滋賀県 大津市 H17.10.1 道路計画 12500 カラー撮影 442.9㎢ 中日本航空(株)
彦根市 H18.3.30
長浜市
栗東市
甲賀市
野洲市
湖南市
高島市
永源寺町
米原町
近江町
虎姫町
木之本町
西浅井町
マキノ町
朽木村
新旭町

滋賀県 大津市 H17.12.13 施設変動調査 ２級 水　準  57.6Km (株)オーテーシー
彦根市 H18.3.24
長浜市
近江八幡市
草津市
守山市
野洲市
高島市
能登川町

滋賀県 野洲市 H17.9.16 固定資産 4000 カラー撮影 61.5㎢ 滋賀県　　野洲市 (株)パスコ
H17.12.20

測量地域 事業量

独立行政法人水資源機構
琵琶湖開発総合管理所

近畿農政局淀川水系土地
改良調査管理事務所

守山市今宿・古高土地区画
整理組合

近畿地方整備局滋賀国道
事務所

近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

滋賀県 大津市 H18.1.26 河川管理 12500 カラー撮影 67.0㎢ (株)ＧＩＳ関西
草津市 H18.3.20 空　三   6Ｍ
守山市 2500 数値図化 8.0㎢
栗東市
野洲市
湖南市

滋賀県 野洲市 H17.12.19 農道台帳 1000 数値図化 3.7㎢ 滋賀県　　野洲市 アジア航測(株)
H18.3.24

滋賀県 高月町 H14.5.31
 砂防基盤図作成
（ＧＩＳ）

空　三   305Ｍ
滋賀県湖北地域振興局木
之本建設管理部

アジア航測株式会社京都
支店

木之本町 H14.8.31 2500 数値図化 115.0㎢ 日本工営株式会社

余呉町
玉野総合コンサルタント株
式会社滋賀事務所

西浅井町 株式会社アイ・エヌ・エー

滋賀県 守山市 H17.9.20 土地区画整理 ３級 基準点   11点
守山市金森土地区画整理
組合

(株)サンワコン

H18.3.24 ４級 基準点   50点
500 地上数値法 0.1㎢

滋賀県 大津市 H17.10.3 総合計画 10000 カラー撮影 374.1㎢ 滋賀県　　大津市 国際航業(株)
志賀町 H18.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 374.1㎢

1000 数値図修正 302.3㎢
2500 数値図化 26.3㎢
2500 数値図修正 45.4㎢
2500 座標変換 5.3㎢

滋賀県 草津市 H17.8.10 ほ場整備 ２級 基準点   4点 滋賀県　　草津市 (有)谷口測量設計
H18.3.15 ３級 基準点   6点

４級 基準点   23点
1000 地上数値法 0.3㎢

滋賀県 大津市 H18.4.26 都市計画 4000 カラー撮影 1.7㎢ 滋賀県土地開発公社 アジア航測(株)
草津市 H18.6.8 500 数値図化 1.1㎢

滋賀県 甲賀市 H18.5.8 座標変換 ２級 座標変換   3点
甲南町寺庄駅周辺土地区
画整組合

(有)アクト創研

H18.9.30
滋賀県 栗東市 H18.7.10 道路計画 ２級 基準点   1点 滋賀県南部振興局 (株)協栄設計

H18.10.10
滋賀県 伊吹町 H16.7.16 固定資産 8000 カラー撮影 109.2㎢ 滋賀県　　伊吹町 国際航業(株)

H16.12.27
滋賀県 日野町 H18.7.27 道路計画 1000 数値図化 1.0㎢ 滋賀県東近江地域振興局 三和航測(株)

H18.11.22
滋賀県 大津市 H18.9.11 土地区画整理 ２級 基準点   2点 滋賀県　　大津市 (株)サンセイ

H18.9.29 ３級 基準点   7点
滋賀県 大津市 H17.12.16 道路台帳 ３級 基準点   5点 滋賀県　　大津市 (株)サンセイ

H18.3.24 ４級 基準点   145点
滋賀県 大津市 H18.3.28 総合計画 ２級 基準点   1点 滋賀県　　大津市 (有)井門測量

H18.3.31
滋賀県 栗東市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 6.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 キタイ設計(株)
京都府 向日市 H18.3.13 街区多角点 基準点 7.7㎢

街区点基本 基準点 4.1㎢
滋賀県 守山市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 4.1㎢ 土地・水資源局　国土調査

H18.1.16 街区多角点 基準点 4.9㎢
街区点基本 基準点 5.9㎢

滋賀県 草津市 H18.6.29 街区三角点 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アサダ
H18.10.11 街区多角点 基準点 3.5㎢

滋賀県 草津市 H18.6.29 街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アサダ
H18.10.11

滋賀県 大津市 H18.8.14 街区三角点 基準点 0.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アサダ
H18.8.14 街区多角点 基準点 0.7㎢

滋賀県 大津市 H18.6.29 街区点基本 基準点 0.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アサダ
H18.10.11

滋賀県 大津市 H17.1.24 地籍調査 街区点基本 基準点 18.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 正和設計(株)
H17.3.7 街区点特定 基準点 0.2㎢

滋賀県 大津市 H17.1.24 地籍調査 街区点基本 基準点 14.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)モリタ
H17.3.22 街区点特定 基準点 0.1㎢

滋賀県 野洲市 H18.9.1 固定資産 8000 カラー撮影 61.5㎢ 滋賀県　　野洲市 (株)パスコ
H18.12.20

滋賀県 長浜市 H18.12.15 総合計画 10000 数値撮影 149.6㎢ 滋賀県　　長浜市 国際航業(株)
H19.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 149.6㎢

滋賀県 草津市 H18.6.29 街区点基本 基準点 7.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 鳳和経常測量共同企業体
H18.11.14

滋賀県 彦根市 H18.6.29 街区三角点 基準点 1.4㎢ 土地・水資源局国土調査課
滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合

H18.11.14 街区多角点 基準点 1.4㎢

滋賀県 彦根市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.4㎢ 土地・水資源局国土調査課
滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合

H18.11.14

滋賀県 長浜市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 5.5㎢ 土地・水資源局国土調査課
滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合

H18.11.14 街区多角点 基準点 5.5㎢

都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本

調査

近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所

滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合

都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本
調査
都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

滋賀県 長浜市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 5.5㎢ 土地・水資源局国土調査課
滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合

H18.11.14

滋賀県 東近江市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本測地設計(株)

H18.10.23 街区多角点 基準点 4.2㎢

滋賀県 東近江市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本測地設計(株)

H18.10.23 街区多角点 基準点 1.2㎢

滋賀県 甲賀市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20 街区多角点 基準点 2.6㎢

滋賀県 甲賀市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区多角点 基準点 0.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20

滋賀県 甲賀市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 0.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20

滋賀県 湖南市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20 街区多角点 基準点 1.3㎢

滋賀県 湖南市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20

滋賀県 湖南市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20 街区多角点 基準点 3.5㎢

滋賀県 湖南市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.11.20
滋賀県 大津市 H19.1.26 道路計画 １級 基準点   1点 (株)鈴鹿設計事務所

H19.2.14

滋賀県 彦根市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.5㎢ 土地・水資源局国土調査課
フォックス・三友・中央共同
企業体

H18.11.22 街区多角点 基準点 10.5㎢

滋賀県 彦根市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 10.5㎢ 土地・水資源局国土調査課
フォックス・三友・中央共同
企業体

H18.11.22

滋賀県 近江八幡市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ケーシック

H18.11.10 街区多角点 基準点 4.2㎢

滋賀県 近江八幡市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ケーシック

H18.11.10

滋賀県 野洲市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ケーシック

H18.11.10 街区多角点 基準点 2.3㎢

滋賀県 野洲市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ケーシック

H18.10.10

滋賀県 東近江市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本測地設計(株)

H18.10.23

滋賀県 東近江市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本測地設計(株)

H18.10.23

滋賀県 甲賀市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.6㎢
土地・水資源局国土調査課
東京都

(株)オオバ

H18.11.20
滋賀県 八日市市 H18.6.29 座標変換 １級 座標変換   1点 滋賀県　東近江市 日本測地設計(株)

H18.10.23 ２級 座標変換   2点
３級 座標変換   12点

滋賀県 長浜市 H18.6.29 座標変換 ２級 座標変換   9点 滋賀県　　長浜市
H18.11.14 ３級 座標変換   10点

京都府 亀岡市 H16.10.9 ほ場整備 ２級 座標変換   6点 京都府南丹土地改良事務 (株)ケーシック
H17.3.11 ３級 座標変換   37点

３級 基準点   25点
500 地上数値法 0.4㎢

京都府 亀岡市 H17.12.13 ほ場整備 ３級 基準点   25点 京都府　　亀岡市 北陽測地(株)
H18.2.28 ４級 基準点   70点 (株)渋谷測量設計

(株)中川測量設計
(株)ウエスコ

京都府 京田辺市 H17.5.17 ほ場整備 ３級 基準点   5点 京都府山城土地改良事務 都コンサルタント(株)
H18.3.30 ４級 基準点   42点

500 平　板 0.2㎢
京都府 綾部市 H17.8.25 都市計画 2500 写測修正 13.1㎢ 京都府　　綾部市 富士測量(株)

H18.2.20 2500
既成図数値
化

13.1㎢

近畿地方整備局滋賀国道
事務所

滋賀県シビル建設コンサ
ルタント協同組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

京都府 京丹後市 H17.9.12 管理敷地調査 １級 基準点   2点 大阪防衛施設局 (株)京都イングス
H18.1.31 ２級 基準点   2点

京都府 加茂町 H17.12.28 座標変換 ２級 座標変換   5点 京都府山城南土木事務所 (株)キクチコンサルタント
H18.3.10 ３級 座標変換   8点

京都府 京都市 H17.7.19
農地防災事業(地
盤沈下)

２級 水　準  7.6Km
近畿農政局巨椋池農地防
災事業所

(株)ケーシック

H17.7.31
京都府 舞鶴市 H18.2.1 漁港管理 １級 基準点   2点 京都府　　舞鶴市 (株)京都イングス

H18.3.15
京都府 城陽市 H18.1.20 総合計画 ２級 水　準  2.4Km 京都府　　城陽市 (株)パスコ

H18.3.31  3点
京都府 福知山市 H16.9.1 土地区画整理 ２級 座標変換   4点 (株)サンワコン

H17.3.31 ３級 基準点   7点
４級 基準点   24点
500 地上数値法 0.1㎢

京都府 向日市 H17.12.26 固定資産 4000 カラー撮影 7.7㎢ 京都府　　向日市 (株)パスコ
H18.3.20

京都府 福知山市 H17.5.16 ほ場整備 １級 基準点   2点 京都府　　福知山市 内外エンジニアリング(株)
H17.8.31 ４級 基準点   20点

1000 地上数値法 0.1㎢

京都府 福知山市 H17.7.5
都市計画・道路台
帳

1000 数値図化 0.6㎢ 京都府　　福知山市 国際航業(株)

H18.3.31 2500 数値図化 14.4㎢
京都府 園部町 H17.8.8 宅地開発 ２級 基準点   7点 京都府 (株)三和技術コンサルタン

H18.3.7 ３級 基準点   9点
４級 基準点   50点
３級 水　準  2.0Km

 3点
500 地上数値法 0.2㎢
２級 座標変換   5点

京都府 京都市 H17.10.24 陵墓地形図作成 １級 基準点   9点 宮内庁書陵部陵墓課 (株)中和測量設計社
奈良県 斑鳩町 H18.3.31 ３級 基準点   9点

４級 基準点   23点

京都府 八幡市 H17.12.1
河川計画・河川管
理

２級 基準点   3点 京都府山城北土木事務所 (有)グローバルエンジニア

H18.3.10 ３級 基準点   4点
４級 基準点   23点

京都府 瑞穂町 H17.7.23 ほ場整備 ３級 座標変換   1点 京都府　　瑞穂町 (株)新技術
H17.9.30 ２級 基準点   2点

４級 基準点   25点
500 地上数値法 0.1㎢

京都府 京都市 H18.2.1
不動産登記法第
14条第1項地図作

４級 基準点   176点 京都地方法務局
関西シビルエンジニアリン
グ(株)

H18.3.31 500 地上数値法 0.2㎢
京都府 京都市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)キクチコンサルタント

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.3㎢
京都府 京都市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ユーズ

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.3㎢
京都府 京都市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 12.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 井田測量設計(株)

H17.8.31 街区点特定 基準点 0.4㎢
京都府 京都市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 9.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 牧草コンサルタンツ(株)

H17.8.31 街区点特定 基準点 0.7㎢
京都府 京都市 H17.1.28 地籍調査 街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 第一測量設計(株)

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.4㎢
京都府 福知山市 H17.9.26 固定資産 7000 カラー撮影 264.2㎢ 京都府　　福知山市 朝日航洋(株)

H18.3.31
京都府 京都市 H17.10.19 道路計画 １級 基準点   5点 京都府　　京都市 (株)アイワ測量設計事務所

H18.3.15 ２級 基準点   4点
３級 基準点   14点

京都府 京都市 H18.3.13 道路計画 １級 基準点   2点 京都府　　京都市 藤原測量設計事務所
H18.6.15 ２級 基準点   2点

３級 基準点   7点
京都府 京都市 H18.1.16 道路計画 １級 基準点   2点 京都府　　京都市 (株)ユーズ

H18.3.15
京都府 京都市 H17.12.19 ほ場整備 ３級 基準点   2点 京都府　　京都市 (株)嶺測量

H18.3.24 ４級 基準点   44点
500 地上数値法 0.1㎢

京都府 福知山市 H17.6.9 河川管理・計画 航空レーザ 56.0㎢ アジア航測(株)
綾部市 H18.1.10 10000 カラー撮影 56.0㎢

2500 数値図化 40.4㎢
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 40.4㎢

京都府  H17.9.22 総合計画 10000 カラー撮影 5148.0㎢ 京都府 国際航業(株)
H18.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5148.0㎢ (株)パスコ

アジア航測(株)
京都府 亀岡市 H16.5.21 固定資産 8000 カラー撮影 224.0㎢ 京都府　　亀岡市 (株)パスコ

H16.8.31 4000 カラー撮影 10.1㎢
1000 写真図 224.0㎢
500 写真図 10.1㎢

近畿地方整備局福知山河
川国道事務所

福知山市砂子池土地区画
整理組合

－295－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

京都府 宇治市 H17.9.1 道路台帳 4000 撮　影 20.6㎢ 京都府　　宇治市 アジア航測(株)
H18.2.28 空　三   20Ｍ

500 写測修正 0.3㎢
500 座標変換 16.9㎢

1000 座標変換 3.8㎢
京都府 亀岡市 H18.1.16 ほ場整備 ２級 基準点   2点 京都府南丹土地改良事務 内外エンジニアリング(株)

H18.3.31 ３級 基準点   23点
４級 基準点   54点

京都府 南丹市 H18.1.6 ほ場整備 ２級 基準点   10点 京都府南丹土地改良事務 サンスイコンサルタント(株)
H18.3.30 ３級 基準点   37点

京都府 城陽市 H18.4.20 土地区画整理 ３級 基準点   3点
城陽市平川山道土地区画
整理組合設立準備会

(財)大阪市都市建設技術
協会

H18.8.31 500 地上数値法 0.1㎢
京都府 城陽市 H18.7.1 総合計画 １級 基準点   1点 京都府　　城陽市 浅田測量設計(株)

H18.9.30
京都府 舞鶴市 H17.12.19 管理敷地調査 ２級 基準点   4点 大阪防衛施設局 (株)アズクリエイト

H18.3.31 ４級 基準点   9点

京都府 亀岡市 H18.6.1 道路計画 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局京都国道
事務所

西部技術(株)

H18.7.26
京都府 舞鶴市 H18.6.8 道路台帳 １級 基準点   3点 京都府中丹東土木事務所 (株)京都イングス

綾部市 H18.10.30 ３級 基準点   3点
京都府 福知山市 H18.6.1 道路計画 ２級 基準点   2点 京都府中丹西土木事務所 (株)キクチコンサルタント

H18.10.31 ３級 基準点   4点
京都府 南山城村 H18.7.18 道路計画 １級 基準点   5点 京都府山城南土木事務所 (株)望月測量設計事務所

H18.9.17
京都府 綾部市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 ユーズ・三和共同企業体

園部町 H18.1.16 街区多角点 基準点 4.1㎢
街区点基本 基準点 3.1㎢

京都府 亀岡市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 5.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)キクチコンサルタント
H18.1.18 街区多角点 基準点 6.5㎢

京都府 長岡京市 H15.3.31 都市計画 10000 カラー撮影 19.2㎢ 京都府　　長岡京市 株式会社パスコ京都支店
H15.8.31 2500 数値図化 19.2㎢

京都府 京丹後市 H17.11.7 道路計画 １級 基準点   3点 京都府丹後土木事務所 (株)京都イングス
H18.2.28 ２級 基準点   4点

１級 水　準  3.0Km1点
２級 水　準  3.0Km6点

京都府 伊根町 H18.1.23 道路計画 １級 基準点   2点 京都府丹後土木事務所 (株)ニュージェック
H18.3.10

京都府 宇治市 H17.6.10 都市計画 10000 カラー撮影 67.6㎢ 京都府　　宇治市 アジア航測(株)
H18.3.24 2500 数値図化 67.6㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 67.6㎢
京都府 大江町 H16.7.13 総合計画 1000 座標変換 37.0㎢ 京都府　　大江町 (株)パスコ

H17.2.28 1000 数値図修正 37.0㎢
京都府 福知山市 H18.8.4 総合計画 2500 座標変換 12.4㎢ 京都府 (株)かんこう

舞鶴市 H18.8.31 2500
既成図数値
化

12.4㎢

綾部市 2500 数値図修正 12.4㎢
宮津市 2500 数値図化 81.6㎢
亀岡市
向日市
京丹後市
南丹市
宇治田原町
山城町
加茂町
和束町
南山城村
京丹波町
与謝野町

京都府 福知山市 H18.9.1 ほ場整備 ３級 基準点   3点 京都府　　福知山市 内外エンジニアリング(株)
H18.12.25 ４級 基準点   10点

500 地上数値法 0.1㎢
京都府 京丹後市 H17.9.13 土地改良 ２級 基準点   3点 京都府　　京丹後市 (株)北斗エンジニアリング

H18.3.31 ４級 基準点   30点
京都府 綾部市 H15.5.1 ほ場整備 ２級 基準点   12点 京都府　　綾部市 （有）共和測建

H15.12.26 ３級 基準点   33点
４級 基準点 0.8㎢
500 平　板 0.8㎢

京都府 京田辺市 H17.9.20 土地区画整理 ２級 座標変換   10点
独立行政法人都市再生機
構関西文化学術研究都市
事業本部

牧草コンサルタンツ(株)

H17.10.30 ３級 座標変換   15点
２級 水　準  17.0Km

京都府 八幡市 H17.9.8 固定資産 4000 カラー撮影 24.4㎢ 京都府　　八幡市 (株)かんこう
H17.11.25

京都府 京都市 H17.12.22 都市計画 10000 カラー撮影 1029.0㎢ 京都府　　京都市 アジア航測(株)
H18.3.31
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

京都府 京都市 H17.11.27 都市計画 2500 数値図修正 46.5㎢ 京都府　　京都市 アジア航測(株)
H18.3.31

京都府 宇治市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 7.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 内外エンジニアリング(株)

H18.10.10 街区多角点 基準点 7.5㎢

京都府 宇治市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 12.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
(株)吹上技研コンサルタン
ト

H18.11.6 街区多角点 基準点 12.2㎢

京都府 八幡市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 6.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)キクチコンサルタント

H18.10.18 街区多角点 基準点 6.9㎢

京都府 大山崎町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)キクチコンサルタント

H18.10.18 街区多角点 基準点 1.9㎢

京都府 長岡京市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 8.2㎢
土地・水資源局　国土調査
課

(株)日開調査設計コンサル
タント

大阪府 島本町 H18.3.6 街区多角点 基準点 10.9㎢

京都府 亀岡市 H18.4.1 土地区画整理 ２級 基準点   1点
亀岡市大井町南部土地区
画整理組合設立準備委員

(株)八州

H19.1.31 ３級 基準点   7点
４級 基準点   102点

京都府 城陽市 H17.12.29 固定資産 4000 カラー撮影 32.8㎢ 京都府　　城陽市 (株)パスコ
H18.8.31

京都府 亀岡市 H17.10.6 地籍調査 街区点基本 基準点 24.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)北陽測地
向日市 H18.3.24 街区点特定 基準点 0.4㎢
長岡京市
南丹市

京都府 京都市 H18.3.4 地籍調査 街区点基本 基準点 14.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 井田測量設計(株)
H18.5.31

京都府 京都市 H18.3.7 地籍調査 街区点基本 基準点 11.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 塩見測量設計(株)
H18.5.31

京都府 城陽市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 7.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.27 街区多角点 基準点 7.1㎢

京都府 久御山町 H18.8.22
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.8.22 街区多角点 基準点 3.0㎢

京都府 井手町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.27 街区多角点 基準点 1.0㎢
京都府 京都市 H16.2.25 砂防計画 空　三   409Ｍ 京都府京都土木事務所 アジア航測(株)

H16.3.25 2500 数値図化 101.5㎢
京都府 京都市 H18.9.13 総合計画 2500 座標変換 99.7㎢ 京都府 (株)かんこう

福知山市 H18.10.31 2500
既成図数値
化

58.9㎢ 富士測量(株)

舞鶴市 2500 数値図化 73.7㎢ （株）ワールド
綾部市 2500 数値図修正 776.3㎢
宇治市
宮津市
亀岡市
城陽市
向日市
長岡京市
八幡市
京田辺市
京丹後市
南丹市
大山崎町
久御山町
井手町
山城町
京丹波町
与謝野町

京都府 木津町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.24 街区多角点 基準点 1.9㎢

京都府 加茂町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.24 街区多角点 基準点 0.7㎢

京都府 精華町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.24 街区多角点 基準点 0.8㎢

京都府 福知山市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31 街区多角点 基準点 2.8㎢

京都府 福知山市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

京都府 宮津市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31 街区多角点 基準点 1.2㎢

京都府 宮津市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31

京都府 京丹後市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31 街区多角点 基準点 2.0㎢

京都府 京丹後市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 智原川井和州共同企業体

H18.10.31

京都府 舞鶴市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 7.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
京都イングス・ソーゴー・中
地共同企業体

H18.11.8 街区多角点 基準点 7.2㎢

京都府 舞鶴市 H18.6.29
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 7.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
京都イングス・トーゴー・中
地共同企業体

H18.11.8

京都府 舞鶴市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 5.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
滝下・マチイ・オルサム共
同企業体

H18.10.23 街区多角点 基準点 5.3㎢

京都府 舞鶴市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 5.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
滝下・マチイ・オルサム共
同企業体

H18.10.23
京都府 城陽市 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   1点 京都府　　城陽市 京都測量設計協同組合

H18.11.27
京都府 宇治市 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   3点 京都府　　宇治市 内外エンジニアリング(株)

H18.11.10
京都府 宇治市 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   5点 京都府　　宇治市 (株)吹上技研コンサルタン

H18.12.10 ２級 座標変換   3点
大阪府 島本町 H17.12.30 固定資産 4000 カラー撮影 16.8㎢ 大阪府　　島本町 (株)パスコ

H18.3.31

大阪府 岸和田市 H18.1.17 土地区画整理 ２級 座標変換   2点 大阪府　　岸和田市
(財)大阪府都市整備推進
センター

H18.3.13 ３級 基準点   2点
４級 基準点   28点
500 平　板 0.1㎢

大阪府 茨木市 H17.7.1 道路台帳 500 数値図化 1.6㎢ 大阪府　　茨木市 アジア航測(株)
H18.3.24 500 数値図修正 12.0㎢

大阪府 吹田市 H17.8.10
不動産登記法第
14条地図作成

２級 基準点   1点 大阪法務局
(株)西日本エンジニアリン
グ

H17.9.10 ３級 基準点   2点
４級 基準点   97点
500 地上数値法 0.1㎢
３級 座標変換   13点

大阪府 高槻市 H18.1.18 ほ場整備 ２級 基準点   5点 大阪府 (株)平野測量設計事務所
H18.3.31 ３級 基準点   8点

大阪府 松原市 H17.8.10
不動産登記法第
14条地図作成

２級 基準点   4点 大阪法務局 鷹羽測量設計(株)

H17.8.31 ３級 基準点   6点
４級 基準点   89点
500 地上数値法 0.1㎢

大阪府 松原市 H17.11.1 ほ場整備 ３級 基準点   3点 松原市三宅町土地改良区
大阪府土地改良事業団体
連合会

H17.12.10

大阪府 貝塚市 H18.1.12 土地区画整理 ２級 基準点   4点
貝塚市東山丘陵土地区画
整理組合

前田建設工業(株)

H18.3.25 ３級 基準点   18点

大阪府 吹田市 H17.12.6 道路台帳 ２級 基準点   4点 大阪府茨木土木事務所
(株)イシヤマエンジニアリン
グ

茨木市 H18.3.24 ３級 基準点   8点
500 平　板 0.1㎢

大阪府 河内長野市 H17.12.22 環境調査 500 数値図修正 0.3㎢ 大阪府　　河内長野市 国際航業(株)
H18.3.31

大阪府 岸和田市 H17.11.21 地盤変動調査 １級 水　準  69.5Km 大阪府岸和田土木事務所 (株)中央測建
貝塚市 H18.3.15
泉佐野市
和泉市
泉南市
忠岡町
田尻町

大阪府 高槻市 H17.12.15 固定資産 5000 カラー撮影 105.3㎢ 大阪府　　高槻市 （株）ワールド
H18.3.23

大阪府 守口市 H17.11.24 地盤沈下調査 １級 水　準  15.0Km 大阪府　　守口市 大阪測量(株)
H18.3.30

大阪府 豊中市 H17.12.12 道路台帳 ４級 基準点   500点 大阪府　　豊中市 (株)ＧＩＳ関西
H18.3.31 500 数値図修正 0.1㎢
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大阪府 大阪市 H17.11.1 地盤変動調査 １級 水　準  69.9Km 大阪府鳳土木事務所 テクノサポート(株)
堺市 H18.3.15
泉大津市
松原市
和泉市
羽曳野市
高石市
大阪狭山市

大阪府 箕面市 H17.12.7 都市計画 10000 カラー撮影 6.3㎢ 大阪府　　箕面市 （株）ワールド
H17.12.28 2500 数値図化 0.2㎢

大阪府 富田林市 H17.12.22 総合計画 8000 カラー撮影 39.7㎢ 大阪府　　富田林市 (株)日建技術コンサルタン
H18.3.24

大阪府 富田林市 H18.2.7 総合計画 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 39.7㎢ 大阪府　　富田林市 (株)日建技術コンサルタン
H18.3.24

大阪府 茨木市 H18.5.22 基準点維持管理 ２級 基準点   1点 大阪府　　茨木市 (株)パスコ
H18.5.24

大阪府 堺市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 10.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 富士測量(株)
H17.8.31 街区点特定 基準点 0.8㎢

大阪府 堺市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 16.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 関西工事測量(株)
H17.8.31

大阪府 堺市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 16.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)日産技術コンサルタン
H17.8.31

大阪府 大阪市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 4.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 写測エンジニアリング（株）
H17.8.31 街区点特定 基準点 1.8㎢

大阪府 大阪市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 11.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
(株)サンヨーナイスコーポ
レーション

H17.8.31 街区点特定 基準点 0.5㎢
大阪府 大阪市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 10.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 大建測量設計(株)

H17.8.31 街区点特定 基準点 0.6㎢
大阪府 大阪市 H17.1.18 地籍調査 街区点基本 基準点 17.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アスコ

H17.8.31
大阪府 豊中市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 昭和(株)

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.4㎢
大阪府 豊中市 H17.1.12 地籍調査 街区点基本 基準点 3.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アクタス

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.3㎢
大阪府 豊中市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ＧＩＳ関西

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.3㎢
大阪府 豊中市 H17.1.14 地籍調査 街区点基本 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)日建技術コンサルタン

H17.8.31 街区点特定 基準点 1.3㎢
大阪府 枚方市 H17.1.8 地籍調査 街区点基本 基準点 18.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本テクノ(株)

H17.8.31
大阪府 枚方市 H17.2.2 地籍調査 街区点基本 基準点 14.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)セリオス

H17.8.31
大阪府 高槻市 H18.4.24 都市計画 2500 編　集 59.9㎢ 大阪府　　高槻市 (株)パスコ

H18.5.31 15000 編　集 112.7㎢
大阪府 枚方市 H17.11.21 地盤変動調査 １級 水　準  62.0Km 大阪府　　枚方市 (株)八州

H18.3.31
大阪府 茨木市 H17.12.22 固定資産 4000 カラー撮影 158.3㎢ 大阪府　　茨木市 (株)パスコ

H18.3.24
大阪府 泉南市 H17.10.5 下水道台帳 4000 カラー撮影 2.4㎢ 大阪府　　泉南市 国際航業(株)

H18.3.24 500 数値図化 1.2㎢
空　三   20Ｍ

大阪府 東大阪市 H18.3.1 地盤変動調査 １級 水　準  52.7Km 大阪府　　東大阪市 （株）アスカ
H18.3.20

大阪府 岸和田市 H18.5.30 ほ場整備 ２級 基準点   2点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.6.30 500 地上数値法 0.1㎢

大阪府 岸和田市 H18.5.30 ほ場整備 ２級 基準点   1点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
貝塚市 H18.6.30 ３級 座標変換   2点

大阪府 大阪狭山市 H17.10.5 総合計画 2500 座標変換 11.8㎢ 大阪府　　大阪狭山市 国際航業(株)
H18.3.31 500 座標変換 0.1㎢

2500 数値図修正 11.8㎢

500
既成図数値
化

0.1㎢

500 数値図修正 0.1㎢
大阪府 大阪市 H17.10.15 地盤沈下調査 １級 水　準  249.0Km 大阪府　　大阪市 (株)淀川アクテス

H18.2.28
大阪府 大阪市 H17.11.15 地盤変動調査 １級 水　準  39.9Km 大阪府　　大阪市港湾局 関西総合コンサルタント

H18.3.31

大阪府 岸和田市 H18.6.5 ほ場整備 ２級 基準点   2点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.7.5 ３級 基準点   2点
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大阪府 貝塚市 H18.6.5 ほ場整備 ２級 基準点   2点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.7.5 ３級 基準点   3点

大阪府 和泉市 H18.6.5 ほ場整備 ２級 基準点   2点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.7.5 ３級 基準点   4点

大阪府 大東市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 10.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ユマニス
H18.2.6 街区多角点 基準点 9.9㎢

大阪府 寝屋川市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 10.6㎢
土地・水資源局　国土調査
課

フオックス・三友・中央共同
企業体

H18.2.23 街区多角点 基準点 15.4㎢
大阪府 東大阪市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 13.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)エハラ

H18.3.7 街区多角点 基準点 14.4㎢
大阪府 東大阪市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 13.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)アサダ

H18.3.6 街区多角点 基準点 14.7㎢
大阪府 東大阪市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 10.6㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)アスコ

H18.2.24 街区多角点 基準点 12.4㎢

大阪府 松原市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 9.6㎢
土地・水資源局　国土調査
課

日本振興・小松測量共同
企業体

H18.2.16 街区多角点 基準点 11.4㎢
大阪府 泉南市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 8.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ＧＩＳ関西

H18.2.6 街区多角点 基準点 7.6㎢
大阪府 柏原市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 4.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 大建測量設計(株)
奈良県 三郷町 H18.2.28 街区多角点 基準点 8.1㎢
大阪府 泉佐野市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 7.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ＧＩＳ関西

H18.2.24 街区多角点 基準点 9.1㎢

大阪府 泉佐野市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 3.9㎢
土地・水資源局　国土調査
課

和航測・センダイ・和測共
同企業体

田尻町 H18.2.20 街区多角点 基準点 7.1㎢
和歌山県 海南市 街区点基本 基準点 3.7㎢
大阪府 四條畷市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 6.6㎢ 土地・水資源局　国土調査 （株）アスカ

交野市 H18.2.13 街区多角点 基準点 8.1㎢
大阪府 門真市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 6.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)パスコ

H18.2.9 街区多角点 基準点 8.5㎢

大阪府 河内長野市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 9.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.2.17 街区多角点 基準点 8.6㎢
大阪府 守口市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 2.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 中央復建コンサルタンツ

H18.3.9 街区多角点 基準点 4.1㎢
大阪府 守口市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 1.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)淀川アクテス

吹田市 H18.3.13 街区多角点 基準点 2.4㎢
大阪府 守口市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 0.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)オオバ

高石市 H18.3.16 街区多角点 基準点 1.1㎢
大阪府 茨木市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 0.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 本州コンサルタント(株)
兵庫県 神戸市 H18.3.27 街区多角点 基準点 0.6㎢

北区
大阪府 茨木市 H17.10.31 地籍調査 街区多角点 基準点 0.2㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)北斗エンジニアリング
兵庫県 神戸市 H18.3.24

西区
大阪府 茨木市 H17.11.17 地籍調査 街区三角点 基準点 0.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 近畿実測(株)
兵庫県 神戸市 H18.3.24 街区多角点 基準点 1.0㎢

北区
大阪府 茨木市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 0.6㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)吹上技研コンサルタン
兵庫県 神戸市 H18.3.23 街区多角点 基準点 0.7㎢

北区

大阪府 阪南市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 5.2㎢
土地・水資源局　国土調査
課

南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.2.24 街区多角点 基準点 5.4㎢

大阪府 大阪市 H18.4.3
道路区域線調査測
量

４級 基準点   330点 大阪府　　大阪市 直営

H19.3.30

大阪府 堺市 H18.6.1 土地区画整理 ４級 基準点   45点
堺市深井中土地区画整理
組合

(株)オオバ

H19.3.31 500 地上数値法 0.1㎢

大阪府 泉南市 H18.9.19 ほ場整備 ２級 座標変換   3点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.11.30 ３級 基準点   3点

大阪府 岸和田市 H18.9.19 ほ場整備 ３級 基準点   3点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.11.30

大阪府 岸和田市 H18.9.19 ほ場整備 ２級 基準点   1点
独立行政法人緑資源機構
近畿北陸整備局泉州東部
建設事業所

大阪府土地改良事業団体

連合会
H18.11.30 ３級 基準点   3点
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大阪府 岸和田市 H18.9.1 港湾計画 ３級 基準点   2点 大阪府港湾局 泉州コンサルタント(株)
H18.9.30 ４級 基準点   11点

３級 水　準  4.2Km
４級 水　準  1.7Km
500 平　板 0.1㎢

路　線  2.0Km

大阪府 岸和田市 H18.9.19 ほ場整備 ３級 基準点   5点 大阪府　　岸和田市
大阪府土地改良事業団体
連合会

H19.3.30 ４級 基準点   25点
大阪府 島本町 H18.1.27 地盤変動調査 ２級 水　準  12.4Km 大阪府　　島本町 国際航業(株)

H18.3.31
大阪府 大阪市 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準  47.0Km 大阪府八尾土木事務所 （株）アスカ

八尾市 H18.3.15
大東市
柏原市
東大阪市

大阪府 大阪市 H18.8.7
不動産登記法第
14条地図作成

３級 基準点   2点 大阪法務局 (株)千里測量設計

H18.8.31 ４級 基準点   65点
500 地上数値法 0.1㎢

大阪府 堺市 H17.8.25 上水道計画 ２級 基準点   9点 大阪府南部水道事業所 (株)共栄テック
松原市 H18.2.28 ３級 基準点   12点 (株)オーエス

４級 基準点   248点
(株)サンヨーナイスコーポ
レーション

大阪府 豊中市 H17.12.28 固定資産 4000 カラー撮影 36.6㎢ 大阪府　　豊中市 国際航業(株)
H18.3.15 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 36.6㎢

大阪府 大阪市 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準  70.9Km 大阪府茨木土木事務所 (株)富士開発コンサルタン
豊中市 H18.3.15
池田市
吹田市
高槻市
枚方市
茨木市
箕面市
摂津市

大阪府 大阪市 H19.1.4 座標変換 ３級 座標変換   43点 大阪府　　大阪市 直営
H19.3.30

大阪府 岸和田市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 本州コンサルタント(株)

H18.10.23 街区多角点 基準点 10.1㎢

大阪府 岸和田市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 11.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)パスコ

H18.10.26 街区多角点 基準点 11.3㎢

大阪府 富田林市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 11.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)北斗エンジニアリング

H18.12.1 街区多角点 基準点 11.8㎢

大阪府 河南町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)北斗エンジニアリング

H18.12.1 街区多角点 基準点 1.1㎢
大阪府 摂津市 H17.10.5 地籍調査 街区三角点 基準点 8.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 富士開発・平和共同企業

H18.3.13 街区多角点 基準点 7.2㎢
大阪府 藤井寺市 H17.10.5 地籍調査 街区多角点 基準点 7.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 鳳和経常測量共同企業体
奈良県 王寺町 H18.3.13

大阪府 守口市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 2.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

フオックス・三友・中央共同
企業体

H18.3.15 街区多角点 基準点 3.0㎢
大阪府 吹田市 H17.10.31 地籍調査 街区多角点 基準点 3.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)森本測量設計
兵庫県 神戸市 H18.3.23

兵庫区
大阪府 茨木市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 0.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)大和測量設計事務所
兵庫県 神戸市 H18.3.22 街区多角点 基準点 0.9㎢

北区
大阪府 豊中市 H15.11.20 地盤変動調査 １級 水　準  70.9Km 大阪府　茨木土木事務所 株式会社アークエンジニア

箕面市 H16.3.25
池田市
吹田市
摂津市
茨木市
高槻市
枚方市
大阪市

大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   1点
岸和田市尾生久米田土地
区画整理組合

本州コンサルタント(株)

H18.10.23 ３級 座標変換   4点
大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   3点 大阪府　　岸和田市 本州コンサルタント(株)

H18.10.23 ３級 座標変換   5点
大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ３級 座標変換   2点 大阪府　　岸和田市 本州コンサルタント(株)

H18.10.23
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大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   4点 大阪府　　岸和田市 (株)パスコ
H18.10.26 ３級 座標変換   6点

大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   3点 大阪府　　岸和田市 (株)パスコ
H18.10.26 ３級 座標変換   4点

大阪府 岸和田市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   2点
岸和田市尾生町久米田土
地区画整理組合

(株)パスコ

H18.10.26 ３級 座標変換   3点
大阪府 豊中市 H17.7.19 緑被率調査 10000 カラー撮影 36.6㎢ 大阪府　　豊中市 （株）ワールド

H17.12.25
大阪府 枚方市 H17.10.4 地籍調査 街区点基本 基準点 28.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大同コンサルタンツ

四條畷市 H18.3.24
交野市
島本町

大阪府 八尾市 H17.10.5 地籍調査 街区点基本 基準点 31.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 本州コンサルタント(株)
H18.3.24

大阪府 吹田市 H17.10.13 地籍調査 街区点基本 基準点 32.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 井伊・扶桑共同企業体
H18.3.24

大阪府 寝屋川市 H17.10.12 地籍調査 街区点基本 基準点 18.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 写測エンジニアリング（株）
H18.3.24

大阪府 守口市 H17.10.14 地籍調査 街区点基本 基準点 24.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ＧＩＳ関西
摂津市 H18.3.24

大阪府 大東市 H17.10.14 地籍調査 街区点基本 基準点 22.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
セック・ケイエム・エンジニ
アリング共同企業体

門真市 H18.3.24
大阪府 松原市 H17.10.14 地籍調査 街区点基本 基準点 22.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 テクノサポート(株)

柏原市 H18.3.24
大阪府 河内長野市 H17.10.18 地籍調査 街区点基本 基準点 19.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)富士開発コンサルタン

藤井寺市 H18.3.24
大阪府 泉佐野市 H17.10.14 地籍調査 街区点基本 基準点 15.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アクタス

H18.3.24
大阪府 高石市 H17.10.15 地籍調査 街区点基本 基準点 21.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)かんこう

泉南市 H18.3.24
田尻町

大阪府 大阪市 H17.11.15 地籍調査 街区点基本 基準点 30.8㎢ 土地・水資源局国土調査課
(株)サンヨーナイスコーポ
レーション

H18.3.24
大阪府 大阪市 H18.2.4 地籍調査 街区点基本 基準点 28.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 日本テクノ(株)

高槻市 H18.5.31
大阪府 大阪市 H18.3.3 地籍調査 街区点基本 基準点 15.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 平和測量設計(株)

H18.5.31
大阪府 堺市 H18.3.8 地籍調査 街区点基本 基準点 30.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)オオバ

H18.5.31
大阪府 池田市 H18.6.1 総合計画 5000 カラー撮影 22.1㎢ 大阪府　　池田市 国際航業(株)

H18.9.30 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 22.1㎢
500 数値図化 4.9㎢
500 数値図修正 6.9㎢
500 座標変換 6.9㎢

2500 編　集 5.9㎢
大阪府 千早赤阪村 H17.12.27 固定資産 7000 カラー撮影 46.4㎢ 大阪府　　千早赤阪村 (株)パスコ

H18.3.24 12500 カラー撮影 37.4㎢
大阪府 河内長野市 H18.12.1 総合計画 5000 カラー撮影 54.8㎢ 大阪府　　河内長野市 国際航業(株)

H19.3.31
大阪府 千早赤阪村 H18.2.21 都市計画 2500 数値図修正 0.2㎢ 大阪府　　千早赤阪村 (株)パスコ

H18.3.31
大阪府 富田林市 H18.6.14 座標変換 ２級 座標変換   7点 大阪府　　富田林市 (株)北斗エンジニアリング

H18.11.17

大阪府 堺市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 （株）ワールド

H18.10.23 街区多角点 基準点 3.7㎢

大阪府 大阪狭山市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 6.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 （株）ワールド

H18.10.23 街区多角点 基準点 6.3㎢

大阪府 貝塚市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 12.7㎢ 土地・水資源局国土調査課
ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.11.1 街区多角点 基準点 12.7㎢

大阪府 和泉市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 14.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大和測量設計事務所

H18.11.24 街区多角点 基準点 14.9㎢
大阪府 堺市 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準  57.2Km 大阪府　　堺市 (株)システムサーベィ

H18.3.31
大阪府 大阪市 H18.11.1 地盤変動調査 ２級 水　準  48.1Km 大阪府西大阪治水事務所 (株)アクタス

H19.1.31
大阪府 寝屋川市 H18.5.29 土地区画整理 ２級 基準点   2点 大阪府　　寝屋川市 (株)シーイーシー

H19.2.28 ３級 基準点   5点
３級 水　準  5.0Km

大阪府 池田市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 写測エンジニアリング（株）

H18.11.27 街区多角点 基準点 10.5㎢
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大阪府 豊能町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 写測エンジニアリング（株）

H18.11.27 街区多角点 基準点 1.6㎢

大阪府 泉大津市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 9.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大同コンサルタンツ

H18.11.16 街区多角点 基準点 9.9㎢

大阪府 忠岡町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.1㎢
土地・水資源局国土調査課
41

(株)大同コンサルタンツ

H18.11.16 街区多角点 基準点 3.1㎢

大阪府 熊取町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 5.6㎢ 土地・水資源局国土調査課
ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.10.25 街区多角点 基準点 5.6㎢

大阪府 岬町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.5㎢ 土地・水資源局国土調査課
ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.10.25 街区多角点 基準点 3.5㎢

大阪府 東大阪市 H18.9.25 上水道計画 ４級 基準点   84点
大阪府水道部東部水道事
業所

(株)サンヨーナイスコーポ
レーション

H19.1.31 タカヤ工専技術(株)

大阪府 羽曳野市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 12.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)共栄テック

H18.11.16 街区多角点 基準点 12.2㎢

大阪府 太子町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)共栄テック

H18.11.16 街区多角点 基準点 1.5㎢
大阪府 池田市 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   15点 大阪府　　池田市 写測エンジニアリング（株）

H18.11.27
大阪府 豊能町 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   4点 大阪府　　豊能町 写測エンジニアリング（株）

H18.11.27
大阪府 大阪狭山市 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   6点 大阪府　　大阪狭山市 （株）ワールド

H18.10.23

大阪府 熊取町 H18.6.14 座標変換 １級 座標変換   4点 大阪府　　熊取町
ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.12.27

兵庫県 篠山市 H13.10.29  ほ場整備 ２級 基準点   7点 今田町土地改良区 株式会社台地企画

H14.1.31

３級 基準点   14点
４級 基準点   79点

兵庫県 南あわじ市 H17.7.27 ほ場整備 ２級 基準点   4点 兵庫県　　南あわじ市 (株)地測
H18.2.28 ３級 基準点   6点

４級 基準点   35点
500 地上数値法 0.2㎢

兵庫県 芦屋市 H17.8.22 都市計画 12500 カラー撮影 18.6㎢ 兵庫県　　芦屋市 アジア航測(株)
H17.12.26 2500 数値図修正 18.6㎢

兵庫県 姫路市 H16.6.22
土砂災害データ作
成

2500 数値図化 289.6㎢ 兵庫県中播磨県民局 (株)ワールド

夢前町 H17.3.25
神崎町
市川町
福崎町
香寺町
大河内町

兵庫県 尼崎市 H17.12.20 固定資産 4000 カラー撮影 49.8㎢ 兵庫県　　尼崎市 (株)パスコ
H18.2.28

兵庫県 芦屋市 H17.12.19 固定資産 4000 カラー撮影 18.5㎢ 兵庫県　　芦屋市 (株)パスコ
H18.2.28

兵庫県 西宮市 H17.7.20 道路台帳 ３級 基準点   8点 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西
H18.3.31

兵庫県 山東町 H16.9.21 ほ場整備 ２級 基準点   1点 兵庫県　　山東町 (株)ウエスコ
H17.3.31

兵庫県 三木市 H17.12.22
農業用用水路改修
計画

３級 基準点   2点
近畿農政局淀川水系土地
改良調査管理事務所

都コンサルタント(株)

H18.3.11
兵庫県 姫路市 H18.1.30 土地区画整理 ２級 基準点   2点 昭和(株)

H18.3.30 ３級 基準点   4点
４級 基準点   78点
３級 水　準  2.6Km
４級 水　準  5.6Km

兵庫県 西脇市 H17.9.22 ほ場整備 ２級 基準点   1点 兵庫県北播磨県民局 園田コンサル(株)
H18.3.20 ３級 基準点   3点

500 地上数値法 0.1㎢
兵庫県 伊丹市 H17.10.11 管理敷地調査 ２級 基準点   4点 大阪防衛施設局 (株)ハンワ

H18.2.28
兵庫県 神戸市 H17.5.1 ２級 基準点   4点 神戸地方法務局 (有)藤原調査測量事務所

H18.3.31 ３級 基準点   11点
４級 基準点   200点

不動産登記法第
14条地図作成

姫路市西蒲田下野土地区
画整理組合
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

兵庫県 西宮市 H16.10.1 道路管理 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

足立測量

H17.2.28 ２級 座標変換   1点
兵庫県 東条町 H17.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 兵庫県北播磨県民局 (株)昭和測量設計

H18.3.24 ３級 基準点   9点
500 地上数値法 0.3㎢

兵庫県 神戸市 H17.11.20 道路台帳 １級 基準点   1点 兵庫県　　神戸市 (株)パスコ
H17.12.20

兵庫県 三田市 H17.11.25 宅地開発 １級 基準点   7点 兵庫県企業庁 阪神測量(株)
H18.3.25 ３級 基準点   9点

兵庫県 山崎町 H17.7.4 土地改良 ２級 座標変換   3点 兵庫県西播磨県民局 (株)ウエスコ
H18.3.31 ２級 基準点   3点

３級 基準点   7点
４級 基準点   46点
３級 水　準  25.5Km

 2点
500 平　板 0.1㎢

兵庫県 宝塚市 H17.9.1 道路管理 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

(株)八木測量設計事務所

H17.9.30
兵庫県 西宮市 H16.8.3 総合計画 10000 カラー撮影 100.2㎢ 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西

H17.3.31 2500 写真図 100.2㎢
2500 数値図修正 100.2㎢
500 地上数値法 0.1㎢

兵庫県 西宮市 H16.11.18 固定資産 5000 カラー撮影 100.2㎢ 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西
H17.3.31

兵庫県 西宮市 H16.2.3 道路台帳 500 写測図化 0.2㎢ 兵庫県　　西宮市 アジア航測(株)
H16.3.31 500 数値図修正 0.2㎢

兵庫県 神戸市 H17.6.15 道路管理 ２級 座標変換   2点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

神和測量(株)

H17.7.30 ３級 座標変換   1点
３級 基準点   1点

兵庫県 五色町 H15.6.25 ほ場整備 ２級 基準点   2点 兵庫県　　五色町 阪神測建株式会社
H16.3.19 ３級 基準点   10点

500 平　板 0.2㎢
兵庫県 五色町 H16.6.14 ほ場整備 ２級 基準点   8点 兵庫県　　五色町 若鈴コンサルタンツ(株)

H17.3.25 ３級 基準点   23点
500 地上数値法 0.5㎢

兵庫県 豊岡市 H17.12.15 地盤変動調査 １級 水　準  19.3Km 兵庫県　　豊岡市 (株)パスコ
H18.3.24

兵庫県 伊丹市 H17.6.1 都市計画 8000 カラー撮影 18.0㎢ 兵庫県　　伊丹市 (株)パスコ
H18.2.28 2500 数値図修正 6.1㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.0㎢
兵庫県 神戸市 H18.4.6 複合産業団地開発 ３級 基準点   3点 兵庫県　　神戸市 (株)山本設計

H18.4.29

兵庫県 豊岡市 H17.8.15 河川管理 １級 基準点   21点
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所

中日本航空(株)

H17.11.1

兵庫県 豊岡市 H17.8.15 河川管理 ３級 基準点   259点
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所

中日本航空(株)

H17.11.21
兵庫県 姫路市 H18.2.27 都市基準点整備 １級 基準点   1点 兵庫県　　姫路市 (株)かんこう

H18.3.31 ２級 水　準  1.0Km
兵庫県 福崎町 H17.8.25 都市計画 1000 数値図修正 9.6㎢ 兵庫県　　福崎町 国際航業(株)

H18.1.31 2500 数値図修正 36.3㎢
10000 編　集 45.8㎢

兵庫県 神戸市 H18.2.10 道路計画 12500 カラー撮影 162.6㎢ 国際航業(株)
尼崎市 H18.3.10 8000 カラー撮影 20.4㎢
明石市 500 座標変換 3.6㎢
西宮市 1000 数値図修正 3.6㎢
芦屋市
伊丹市
宝塚市
佐用町

岡山県 美作市
兵庫県 五色町 H17.7.25 ほ場整備 ３級 基準点   18点 兵庫県　　五色町 (株)淡路開発コンサルタン

H18.3.20 500 地上数値法 0.3㎢

兵庫県 養父市 H17.8.30 道路台帳 500 座標変換 3.9㎢
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所

朝日航洋(株)

朝来市 H18.2.25 5000 カラー撮影 86.7㎢
温泉町 500 数値図修正 3.9㎢
香美町

兵庫県 東条町 H17.10.28 土地区画整理 ２級 座標変換   2点 兵庫県　　東条町 園田コンサル(株)
H18.2.28 ３級 基準点   3点

兵庫県 伊丹市 H18.2.20 土地区画整理 ３級 基準点   4点 兵庫県　　伊丹市 玉野総合コンサルタント
H18.3.29 ４級 基準点   150点

兵庫県 尼崎市 H17.12.1 地盤変動調査 １級 水　準  100.0Km 兵庫県　　尼崎市 朝日航洋(株)
H18.3.31

近畿地方整備局阪神国道
事務所
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

兵庫県 神戸市 H18.1.18 河川管理 航空レーザ 900.0㎢ 近畿地方整備局 朝日航洋(株)
姫路市 H18.3.20
加古川市
三木市
高砂市
小野市
加西市
篠山市
丹波市
たつの市

奈良県 五條市
吉野町
大淀町
下市町

和歌山県 和歌山市
海南市
橋本市
田辺市
新宮市
紀の川市

兵庫県 明石市 H17.9.16 砂防基盤図作成 2500 座標変換 8.3㎢ 兵庫県東播磨県民局 朝日航洋(株)
加古川市 H18.3.25 2500 数値図修正 54.4㎢
高砂市
稲美町

兵庫県 姫路市 H17.8.9 総合計画 10000 カラー撮影 145.0㎢ 兵庫県　　姫路市 (株)ジオテクノ関西
H18.3.17 1000 数値図修正 75.0㎢

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 145.0㎢
兵庫県 猪名川町 H16.6.28 水道施設管理 空　三   207Ｍ 兵庫県　　猪名川町 朝日航洋(株)

H17.3.25 1000 数値図化 12.6㎢
1000 数値図修正 10.0㎢
2500 写真図 90.4㎢

兵庫県 伊丹市 H17.12.21 砂防基盤図作成 2500 数値図修正 26.5㎢ 兵庫県阪神北県民局 日本工営(株)
川西市 H18.3.25

兵庫県 芦屋市 H18.3.13 都市計画 500 数値図修正 18.5㎢ 兵庫県　　芦屋市 (株)パスコ
H18.3.31

兵庫県 尼崎市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 9.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)ジャパックス
H17.8.31 街区点特定 基準点 0.6㎢

兵庫県 尼崎市 H17.1.13 地籍調査 街区点基本 基準点 6.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 晃和調査設計(株)
H17.8.31 街区点特定 基準点 1.1㎢

兵庫県 尼崎市 H17.1.8 地籍調査 街区点基本 基準点 11.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 阪神測量(株)
H17.8.31 街区点特定 基準点 0.4㎢

兵庫県 たつの市 H18.2.8 道路計画 １級 基準点   3点 兵庫県　　たつの市 中央復建コンサルタンツ
H18.3.25 ２級 基準点   3点

３級 基準点   8点
兵庫県 丹波市 H17.5.25 固定資産 8000 カラー撮影 493.3㎢ 兵庫県　　丹波市 (株)パスコ

H17.9.13
兵庫県 三田市 H17.10.3 都市計画 15000 カラー撮影 210.2㎢ 兵庫県　　三田市 国際航業(株)

H18.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 210.2㎢
2500 数値図修正 210.2㎢
2500 座標変換 210.2㎢

兵庫県 尼崎市 H18.3.20 道路管理 ２級 座標変換   4点 (有)西田測量設計
H18.3.31 ２級 基準点   1点

３級 基準点   1点
兵庫県 淡路市 H17.8.12 土地改良 ２級 基準点   3点 兵庫県　　淡路市 (株)関西コンサルタント

H18.3.24 ３級 基準点   8点
４級 基準点   45点
500 地上数値法 0.2㎢

兵庫県 神戸市 H18.1.27 宅地開発 ４級 基準点   24点 兵庫県企業庁 扇コンサルタンツ(株)
H18.3.31 500 地上数値法 0.1㎢

兵庫県 西宮市 H18.3.27 道路管理 ２級 基準点   2点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

(株)ＮＩＰＰＯコーポレーショ
ン

芦屋市 H18.4.28 ３級 基準点   3点
兵庫県 洲本市 H17.8.13 下水道計画 4000 カラー撮影 3.0㎢ 兵庫県　　洲本市 (株)日建技術コンサルタン

H18.3.31 500 数値図化 1.8㎢
空　三   23Ｍ

３級 水　準  8.4Km6点
兵庫県 尼崎市 H18.4.17 総合計画 ３級 基準点   4点 兵庫県　　尼崎市 (株)パスコ

H18.5.22
兵庫県 尼崎市 H18.4.17 総合計画 ３級 基準点   3点 兵庫県　　尼崎市 (株)ＧＩＳ関西

H18.5.22
兵庫県 西宮市 H18.5.22 座標変換 ３級 座標変換   10点 兵庫県　　西宮市 玉野総合コンサルタント

H18.5.31
兵庫県 神戸市 H17.9.15 土地区画整理 ３級 基準点   11点 兵庫県　　神戸市 昭和(株)

H19.3.30 ４級 基準点   198点
500 地上数値法 0.2㎢

兵庫県 西宮市 H17.11.18 土地区画整理 ３級 基準点   8点 兵庫県　　西宮市 (株)オオバ
H18.3.31 ４級 基準点   38点

500 地上数値法 0.1㎢

近畿地方整備局兵庫国道
事務所
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兵庫県 神戸市 H18.3.10 道路管理 ２級 座標変換   3点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

(株)タムラ

H18.3.31 ２級 基準点   1点
３級 基準点   1点

兵庫県 南あわじ市 H18.7.1 道路管理 ３級 基準点   1点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

(株)タクト測量

H18.7.7
兵庫県 神戸市 H18.1.5 ほ場整備 ３級 基準点   9点 兵庫県神戸県民局 内外エンジニアリング(株)

H18.3.31
兵庫県 神戸市 H17.11.20 道路台帳 ３級 基準点   2点 兵庫県　　神戸市 (株)パスコ

H18.7.31

兵庫県 明石市 H17.11.1 土地区画整理 ２級 基準点   4点
明石市西二見土地区画整
理組合

昭和(株)

H18.3.31 ３級 基準点   6点
４級 基準点   100点
500 地上数値法 0.2㎢

兵庫県 洲本市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 5.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ウジョウ
播磨町 H18.2.14 街区多角点 基準点 8.8㎢

街区点基本 基準点 10.5㎢
兵庫県 相生市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 3.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ソクチ

香美町 H18.1.20 街区多角点 基準点 3.9㎢
街区点基本 基準点 5.1㎢

兵庫県 伊丹市 H17.9.16 地籍調査 街区多角点 基準点 8.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 （株）ワールド
H18.1.16

兵庫県 伊丹市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 1.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)武仲
H18.1.26 街区多角点 基準点 9.4㎢

兵庫県 川西市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 6.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)播磨設計コンサルタン
H18.1.30 街区多角点 基準点 7.3㎢

兵庫県 川西市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 6.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)アサダ
H18.1.30 街区多角点 基準点 8.1㎢

兵庫県 西宮市 H18.9.4 土地区画整理 ３級 基準点   6点 兵庫県　　西宮市 玉野総合コンサルタント
H18.9.15

兵庫県 宝塚市 H17.10.5 地籍調査 街区多角点 基準点 7.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 （株）淀川アクテス
H18.3.13

兵庫県 三木市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 3.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)八州
H18.1.30 街区多角点 基準点 3.2㎢

街区点基本 基準点 3.8㎢
兵庫県 西脇市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 2.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 日本測地設計(株)

H18.1.30 街区多角点 基準点 3.4㎢
街区点基本 基準点 4.1㎢

兵庫県 三田市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 7.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 阪神測建(株)
H18.2.16 街区多角点 基準点 6.7㎢

兵庫県 西宮市 H17.11.2 地籍調査 街区多角点 基準点 5.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)八州
H18.3.7

兵庫県 西宮市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 1.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)八州
H18.3.27 街区多角点 基準点 7.8㎢

兵庫県 西宮市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 1.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)パスコ
H18.3.17 街区多角点 基準点 7.2㎢

兵庫県 西宮市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 3.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 国際航業(株)
H18.3.20 街区多角点 基準点 8.5㎢

兵庫県 加古川市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 2.9㎢ 土地・水資源局　国土調査 昭和(株)
高砂市 H18.3.27 街区多角点 基準点 5.7㎢

街区点基本 基準点 7.0㎢
兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 5.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 京都測量設計協同組合

東灘区 H18.3.10 街区多角点 基準点 8.0㎢
兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 12.3㎢ 土地・水資源局　国土調査 内外エンジニアリング(株)

東灘区 H18.3.17 街区多角点 基準点 6.4㎢

兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 3.2㎢
土地・水資源局　国土調査
課

ｹｰ・ｴｽ・ﾉｱ技術・三協経常
測量作業共同企業体

垂水区 H18.3.6 街区多角点 基準点 8.2㎢
兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 2.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)かんこう

垂水区 H18.2.27 街区多角点 基準点 7.6㎢

兵庫県 神戸市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 2.6㎢
土地・水資源局　国土調査
課

関技・岡本・岡本技共同企
業体

須磨区 H18.3.23 街区多角点 基準点 12.0㎢
兵庫県 神戸市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 0.5㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ジャパックス

長田区 H18.3.27 街区多角点 基準点 9.4㎢
神戸市
中央区

兵庫県 神戸市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 7.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 正和設計(株)
北区 H18.3.22 街区多角点 基準点 9.1㎢

兵庫県 たつの市 H18.4.18 土地区画整理 ４級 基準点   25点 龍野市大道南農住組合 (株)喜多村測量設計
H19.3.31 500 地上数値法 0.1㎢

兵庫県 御津町 H17.7.1 ほ場整備 ２級 基準点   4点 兵庫県西播磨県民局
兵庫県土地改良事業団体
連合会

H18.3.28 ３級 基準点   12点
４級 基準点   113点
500 地上数値法 0.5㎢

－306－
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兵庫県 神戸市 H17.9.20 都市計画 2500 座標変換 101.9㎢ 兵庫県　　宝塚市 国際航業(株)
尼崎市 H19.3.31 12500 カラー撮影 177.0㎢
西宮市 2500 数値図修正 101.9㎢
伊丹市 10000 編　集 101.9㎢
宝塚市 2000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 177.0㎢
川西市
三田市
猪名川町

兵庫県 神戸市 H17.9.14 ほ場整備 ３級 基準点   11点 兵庫県神戸県民局
兵庫県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31 ４級 基準点   54点
500 地上数値法 0.4㎢

兵庫県 淡路市 H18.8.11 ほ場整備 ３級 基準点   3点 兵庫県　　淡路市 丸一調査設計(株)
H18.12.1 ４級 基準点   12点

500 地上数値法 0.3㎢

兵庫県 たつの市 H18.9.26 座標変換 ２級 座標変換   2点
独立行政法人家畜改良セン
ター

アジア航測(株)

H18.10.31 ４級 座標変換   51点
兵庫県 宝塚市 H17.12.20 固定資産 4000 カラー撮影 43.9㎢ 兵庫県　　宝塚市 朝日航洋(株)

H18.3.31 10000 カラー撮影 101.7㎢

兵庫県 神戸市 H18.7.1 道路管理 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

伸栄開発(株)

H18.7.31
兵庫県 三田市 H17.11.25 砂防計画 2500 数値図修正 127.0㎢ 兵庫県阪神北県民局 アジア航測(株)

H18.3.25

兵庫県 神戸市 H18.8.9 道路管理 ２級 座標変換   2点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

近畿測量(株)

H18.8.9 ３級 座標変換   1点
３級 基準点   1点

兵庫県 南あわじ市 H18.9.19 土地改良 ３級 基準点   10点 大日川土地改良区 (株)平成技術コンサルタン
H19.3.15 ４級 基準点   69点

500 地上数値法 0.3㎢

兵庫県 小野市 H18.6.1 座標変換 ２級 座標変換   5点
小野市王子南土地区画整
理組合

玉野総合コンサルタント
(株)

H18.11.7 ３級 座標変換   20点
４級 座標変換   424点

兵庫県 淡路市 H18.6.27 土地改良 ２級 基準点   1点 兵庫県　　淡路市 (株)関西コンサルタント
H19.3.25 ３級 基準点   3点

４級 基準点   9点
500 地上数値法 0.1㎢

兵庫県 養父市 H17.9.13 道路計画 １級 座標変換   17点 アジア航測(株)
朝来市 H18.3.10 ３級 座標変換   16点

１級 基準点   1点
３級 基準点   6点

３級 水　準
 10.9Km3

点

兵庫県 宝塚市 H18.11.1 土地区画整理 ３級 基準点   7点
宝塚市中筋ＪＲ南土地区画
整理組合

玉野総合コンサルタント
(株)

H18.12.31 ４級 基準点   82点
兵庫県 三田市 H18.8.28 宅地開発 ３級 基準点   23点 兵庫県企業庁 (株)ジャパックス

H19.3.25 ４級 基準点   150点

兵庫県 尼崎市 H18.2.1 道路管理 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局兵庫国道
事務所

(株)扶桑工務所

H18.3.25
兵庫県 浜坂町 H17.10.20 河川管理 2500 数値図化 19.3㎢ 兵庫県但馬県民局 (株)パスコ

温泉町 H18.2.28
香美町

兵庫県 神戸市 H17.6.22 総合計画 6000 撮　影 70.3㎢ 兵庫県　　神戸市 国際航業(株)
H18.3.31 空　三   25Ｍ

1000 数値図化 2.7㎢
1000 数値図修正 6.2㎢
1000 写測修正 17.7㎢

兵庫県 西宮市 H18.1.10 地盤沈下調査 １級 水　準  9.0Km 兵庫県阪神南県民局 朝日航洋(株)
H18.3.25

兵庫県 明石市 H17.9.15 地籍調査 街区三角点 基準点 4.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 京都測量設計協同組合
H18.2.23 街区多角点 基準点 11.9㎢

街区点基本 基準点 14.2㎢
兵庫県 宝塚市 H17.10.5 地籍調査 街区多角点 基準点 6.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 阪神測量(株)

H18.2.27
兵庫県 芦屋市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 3.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 鳳和経常測量共同企業体

H18.2.6 街区多角点 基準点 5.8㎢
兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 4.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 荒木測量設計(株)

H18.3.17 街区多角点 基準点 8.7㎢
兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 5.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)カイヤマグチ

H18.3.15 街区多角点 基準点 8.1㎢
兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 3.1㎢ 土地・水資源局　国土調査 松本測量設計(株)

H18.3.10 街区多角点 基準点 6.0㎢

近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
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兵庫県 姫路市 H17.11.17 地籍調査 街区三角点 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局　国土調査 阪神臨海測量(株)
H18.3.24 街区多角点 基準点 9.2㎢

兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 3.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)オオバ
H18.3.15 街区多角点 基準点 5.6㎢

街区点基本 基準点 6.7㎢
兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 3.8㎢ 土地・水資源局　国土調査 八幡建設測量(株)

H18.3.22 街区多角点 基準点 5.8㎢
街区点基本 基準点 6.8㎢

兵庫県 姫路市 H17.11.1 地籍調査 街区三角点 基準点 2.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)太陽測量
H18.3.13 街区多角点 基準点 4.8㎢

街区点基本 基準点 5.7㎢
兵庫県 加古川市 H17.10.31 地籍調査 街区三角点 基準点 2.7㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)ウエスコ

H18.3.23 街区多角点 基準点 5.8㎢
街区点基本 基準点 6.9㎢

兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 0.6㎢ 土地・水資源局　国土調査 京都測量設計協同組合
灘区 H18.3.2 街区多角点 基準点 6.3㎢

兵庫県 神戸市 H17.11.2 地籍調査 街区三角点 基準点 4.4㎢ 土地・水資源局　国土調査 (株)塩崎テクノブレイン
西区 H18.3.10 街区多角点 基準点 8.0㎢

兵庫県 南あわじ市 H18.10.10 道路台帳 ３級 基準点   1点 兵庫県　　南あわじ市 近畿測量(株)
H18.10.31 ４級 基準点   1点

兵庫県 南あわじ市 H18.10.20 道路台帳 ３級 基準点   1点 兵庫県　　南あわじ市 近畿測量(株)
H18.11.20

兵庫県 西宮市 H17.7.25
都市計画・道路台
帳

10000 カラー撮影 100.2㎢ 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西

H18.3.31 2500 数値図修正 100.2㎢
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 100.2㎢
500 地上数値法 0.1㎢

兵庫県 西宮市 H17.12.1 総合計画 5000 カラー撮影 100.2㎢ 兵庫県　　西宮市 アジア航測(株)
H18.1.31 5000 カラー撮影 58.9㎢

兵庫県 篠山市 H16.7.15 砂防計画 2500 数値図修正 190.3㎢ 兵庫県丹波県民局 (株)パスコ
H17.3.25

兵庫県 西宮市 H17.1.25 道路台帳 500 数値図修正 0.1㎢ 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西
H17.3.31 2500 編　集 0.1㎢

兵庫県 赤穂市 H17.10.6 地籍調査 街区三角点 基準点 3.3㎢
土地・水資源局　国土調査
課

協立・旭日・三和共同企業
体

H18.2.3 街区多角点 基準点 4.2㎢
街区点基本 基準点 5.0㎢

兵庫県 篠山市 H17.12.24 総合計画 15000 カラー撮影 377.0㎢ 兵庫県丹波県民局 (株)パスコ
H18.3.25

兵庫県 尼崎市 H17.10.5 地籍調査 街区点基本 基準点 23.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
アース・サン測量設計・ヤ
マト測量共同企業体

芦屋市 H18.3.24
兵庫県 西宮市 H17.10.18 地籍調査 街区点基本 基準点 38.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大設

H18.3.24
兵庫県 伊丹市 H17.10.18 地籍調査 街区点基本 基準点 23.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)コンサルタントバンス

H18.3.24
兵庫県 川西市 H17.10.18 地籍調査 街区点基本 基準点 27.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

三田市 H18.3.24
兵庫県 神戸市 H17.10.20 地籍調査 街区点基本 基準点 30.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 八幡建設測量(株)

H18.3.24

兵庫県 加古川市 H18.6.1 土地区画整理 ４級 基準点   57点
加古川市新野辺西部土地
区画整理組合

(株)八州

H18.9.10 500 地上数値法 0.1㎢
兵庫県 社町 H16.12.15 固定資産 4000 カラー撮影 87.4㎢ 兵庫県　　社町 玉野総合コンサルタント

H17.3.10 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 87.4㎢
兵庫県 香美町 H17.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 兵庫県　　香美町 (株)ウエスコ

H17.10.31 ３級 基準点   3点
４級 基準点   12点

兵庫県 明石市 H18.7.7 固定資産 5000 カラー撮影 49.2㎢ 兵庫県　　明石市 朝日航洋(株)
H19.3.27

兵庫県 猪名川町 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 写測エンジニアリング（株）

H18.11.27 街区多角点 基準点 1.4㎢
兵庫県 三田市 H19.1.29 都市計画 ３級 基準点   4点 兵庫県企業庁 阪神測量(株)

H19.2.23 ４級 基準点   51点

兵庫県 豊岡市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22 街区多角点 基準点 3.8㎢

兵庫県 豊岡市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 3.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22

兵庫県 豊岡市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22 街区多角点 基準点 1.5㎢

兵庫県 豊岡市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22
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兵庫県 篠山市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22 街区多角点 基準点 1.6㎢

兵庫県 篠山市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22

兵庫県 新温泉町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22 街区多角点 基準点 1.1㎢

兵庫県 新温泉町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アイム

H18.11.22

兵庫県 西宮市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22 街区多角点 基準点 0.5㎢

兵庫県 たつの市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22 街区多角点 基準点 3.0㎢

兵庫県 たつの市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 3.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22

兵庫県 加西市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22 街区多角点 基準点 1.6㎢

兵庫県 加西市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22

兵庫県 太子町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.9㎢
土地・水資源局国土調査課
東

荒木測量設計(株)

H18.11.22 街区多角点 基準点 2.9㎢

兵庫県 太子町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 荒木測量設計(株)

H18.11.22

兵庫県 姫路市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 19.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 昭和(株)

H18.10.5

兵庫県 加古川市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点特定 基準点 0.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 昭和(株)

H18.10.5

兵庫県 赤穂市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点特定 基準点 0.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 昭和(株)

H18.10.5

兵庫県 明石市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点特定 基準点 0.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
富士開発・平和共同企業
体

H18.10.10

兵庫県 洲本市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点特定 基準点 0.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
富士開発・平和共同企業
体

H18.10.10

兵庫県 姫路市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 18.1㎢ 土地・水資源局国土調査課
富士開発・平和共同企業
体

H18.10.10

兵庫県 神戸市 H18.11.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.1㎢ 土地・水資源局国土調査課
(株)播磨設計コンサルタン
ト

H19.2.26 街区多角点 基準点 0.1㎢

兵庫県 神戸市 H18.11.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.4㎢ 土地・水資源局国土調査課
(株)播磨設計コンサルタン
ト

H19.2.26 街区多角点 基準点 1.4㎢

奈良県 川西町 H18.7.13
土地改良（水路平
面図作成）

500 数値図化 0.1㎢
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所

(株)パスコ

H18.8.31

奈良県 生駒市 H17.7.1
不動産登記法14
条地図作成

２級 基準点   6点 奈良地方法務局 (株)タイト

H18.3.31 ３級 基準点   12点
４級 基準点   180点
500 地上数値法 0.2㎢

奈良県 奈良市 H17.7.15 座標変換 １級 座標変換   1点
独立行政法人都市再生機
構西日本支社

(株)シーイーシー

H18.2.28 ２級 座標変換   4点
３級 座標変換   17点

奈良県 奈良市 H18.2.6 ほ場整備 ２級 基準点   1点
奈良県北部農林振興事務
所

奈良県土地改良事業団体
連合会

H18.3.20 ３級 基準点   2点
４級 基準点   70点

奈良県 奈良市 H18.2.6 ほ場整備 ２級 基準点   1点
奈良県北部農林振興事務
所

奈良県土地改良事業団体
連合会

H18.3.20 ３級 基準点   2点
４級 基準点   90点
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奈良県 大和郡山市 H17.11.17 道路台帳 ２級 基準点   44点
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所

(株)国土開発センター

都祁村 H18.3.10 ４級 基準点   399点
和歌山県 粉河町 ３級 水　準  22.0Km

那賀町 250 平　板 1.0㎢
かつらぎ町
高野口町

奈良県 生駒市 H17.10.1 道路計画 ２級 基準点   2点
近畿地方整備局奈良国道
事務所

(株)阪神コンサルタンツ

H18.3.31 ３級 基準点   9点
４級 基準点   109点
３級 水　準  7.0Km

 7点

奈良県 葛城市 H17.8.11
葛城市観光パンフ
レット作成

15000 カラー撮影 33.7㎢ 奈良県　　葛城市 （株）ワールド

H18.3.15
奈良県 橿原市 H17.11.2 都市計画 10000 カラー撮影 39.5㎢ 奈良県　　橿原市 国際航業(株)

H18.3.24 2500 数値図修正 39.5㎢
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 39.5㎢

10000 編　集 39.5㎢

奈良県 奈良市 H17.8.2 土地改良 500 数値図化 0.4㎢
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所

(株)パスコ

大和郡山市 H18.1.28
天理市
橿原市
御所市
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
広陵町

奈良県 葛城市 H18.3.10 下水道事業 ２級 基準点   1点 奈良県　　葛城市 内外エンジニアリング(株)
H18.3.31

奈良県 五條市 H17.11.17 固定資産 4000 カラー撮影 13.0㎢ 奈良県　　五條市 (株)パスコ
H18.3.20 8000 カラー撮影 292.0㎢

奈良県 五條市 H17.1.12 地籍調査 街区点基本 基準点 2.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)中和測量設計社
H17.6.20

奈良県 明日香村 H17.11.22 公園管理 ３級 座標変換   9点
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所

智原測量設計(株)

H18.3.10 ４級 基準点   12点

奈良県 明日香村 H17.12.12 公園調査・管理 ４級 基準点   170点
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所

(株)ケーエスコンサルタント

H18.3.10 ４級 水　準  2.0Km
500 平　板 0.3㎢

奈良県 奈良市 H18.1.12 土地区画整理 ２級 基準点   3点 近鉄不動産株式会社 日本テクノ(株)
生駒市 H18.3.31 ３級 基準点   5点

４級 基準点   80点
500 地上数値法 0.2㎢

奈良県 橿原市 H17.11.7 道路台帳 500 地上数値法 0.1㎢ 奈良県　　橿原市 アジア航測(株)
H18.3.27

奈良県 生駒市 H17.12.1 土地区画整理 ２級 基準点   3点 近畿日本鉄道株式会社 (株)ＧＩＳ関西
H18.3.20 ３級 基準点   4点

４級 基準点   26点
500 地上数値法 0.1㎢

奈良県 斑鳩町 H17.11.4 下水道台帳 ２級 基準点   2点 奈良県　　斑鳩町 内外エンジニアリング(株)
H18.3.17 ３級 基準点   4点

奈良県 橿原市 H16.3.29 文化財調査 8000 カラー撮影 258.4㎢ 奈良文化財研究所 アジア航測(株)
桜井市 H16.3.31

奈良県 大和高田市 H17.3.25 文化財調査 8000 カラー撮影 258.0㎢ 奈良文化財研究所 アジア航測(株)
大和郡山市 H17.3.31
天理市
橿原市
桜井市
御所市
葛城市
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
広陵町

奈良県 橿原市 H15.3.27 文化財調査 ２級 基準点   12点
独立行政法人文化財研究
所奈良文化財研究所

株式会社かんこう奈良営
業所

H15.3.31 ３級 基準点   30点
３級 成果改算   45点
３級 水　準  16.0Km
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奈良県 十津川村 H17.9.1 森林調査 20000 撮　影 850.0㎢ 大阪国税局 日本空間情報技術(株)
和歌山県 田辺市 H17.12.9

みなべ町
白浜町
上富田町
日置川町
すさみ町
串本町
古座川町
熊野川町

奈良県 奈良市 H18.7.13 ほ場整備 ３級 基準点   1点
奈良県北部農林振興事務
所

奈良県土地改良事業団体
連合会

H19.3.28 ４級 基準点   35点

奈良県 大和郡山市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 アソ測量共同企業体

H18.10.16 街区多角点 基準点 10.2㎢

奈良県 奈良市 H18.11.15 河川管理 ３級 基準点   1点
奈良県JR奈良駅連続立体・
街路事務所

天理技研(株)

H18.12.22

奈良県 三郷町 H17.10.20 地籍調査 街区点基本 基準点 4.6㎢ 土地・水資源局国土調査課
アスカ・コーダ測量共同企
業体

王寺町 H18.3.24 街区点特定 基準点 0.2㎢

奈良県 奈良市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.2㎢
土地・水資源局国土調査課
東

太洋エンジニアリング(株)

H18.10.23 街区多角点 基準点 10.2㎢

奈良県 橿原市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 12.7㎢ 土地・水資源局国土調査課
アスカ・コーダ測量共同企
業体

H18.11.10 街区多角点 基準点 12.7㎢

奈良県 平群町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 村上・大英共同企業体

H18.10.10 街区多角点 基準点 0.4㎢

奈良県 斑鳩町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 村上・大英共同企業体

H18.10.10 街区多角点 基準点 3.9㎢

奈良県 田原本町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 村上・大英共同企業体

H18.10.10 街区多角点 基準点 3.2㎢

奈良県 大和高田市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 4.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
関技・岡本・岡本技共同企
業体

H18.11.2 街区多角点 基準点 4.2㎢

奈良県 御所市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.4㎢ 土地・水資源局国土調査課
関技・岡本・岡本技共同企
業体

H18.11.2 街区三角点 基準点 2.4㎢

奈良県 香芝市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課
関技・岡本・岡本技共同企
業体

H18.11.2 街区多角点 基準点 1.1㎢

奈良県 上牧町 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.2㎢ 土地・水資源局国土調査課
関技・岡本・岡本技共同企
業体

H18.11.2 街区多角点 基準点 2.2㎢
奈良県 上北山村 H17.8.8 砂防計画 ２級 基準点   3点 奈良県吉野土木事務所 (株)南部測量設計事務所

H17.10.31 ３級 基準点   6点

奈良県 奈良市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 8.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 （株）ワールド

H18.10.19 街区多角点 基準点 8.4㎢

奈良県 天理市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局国土調査課
天理・新都市・大和経常測
量共同企業体

H18.10.25 街区多角点 基準点 4.7㎢

奈良県 桜井市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 4.8㎢ 土地・水資源局国土調査課
天理・新都市・大和経常測
量共同企業体

H18.10.25 街区多角点 基準点 4.8㎢

奈良県 宇陀市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 0.8㎢ 土地・水資源局国土調査課
天理・新都市・大和経常測
量共同企業体

H18.10.25 街区多角点 基準点 0.8㎢

奈良県 奈良市 H18.12.19 ほ場整備 ２級 基準点   1点
奈良県北部農林振興事務
所

奈良県土地改良事業団体
連合会

H19.2.28 ３級 基準点   1点
４級 基準点   40点

奈良県 生駒市 H18.7.18
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 11.6㎢ 土地・水資源局国土調査課
ケー・エス・ノア技術・三協
経常測量作業共同企業体

H18.12.19 街区多角点 基準点 11.6㎢

奈良県 奈良市 H18.6.14
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 10.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 京都測量設計協同組合

H18.11.24 街区多角点 基準点 10.0㎢

奈良県 奈良市 H18.8.11
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 12.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 八幡建設測量(株)

H18.8.11 街区多角点 基準点 12.3㎢
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奈良県 桜井市 H18.6.15 座標変換 ２級 座標変換   1点 奈良県　　桜井市
天理・新都市・大和経常測
量共同企業体

H18.10.25

奈良県 宇陀市 H18.6.15 座標変換 ３級 座標変換   2点 奈良県　　宇陀市
天理・新都市・大和経常測
量共同企業体

H18.10.25

奈良県 生駒市 H18.7.18 座標変換 ２級 座標変換   1点 奈良県　　生駒市
ケー・エス・ノア技術・三協
経常測量作業共同企業体

H18.12.19
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 １級 座標変換   1点 奈良県　　奈良市 太洋エンジニアリング(株)

H18.12.5
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 １級 座標変換   8点 奈良県　　奈良市 （株）ワールド

H18.11.6
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 １級 座標変換   4点 奈良県　　奈良市 太洋エンジニアリング(株)

H18.12.5 ３級 座標変換   1点
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 １級 座標変換   2点 奈良県　　奈良市 （株）ワールド

H18.12.10 ３級 座標変換   1点
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 ２級 座標変換   9点 奈良県奈良土木事務所 太洋エンジニアリング(株)

H19.1.25
奈良県 奈良市 H18.6.15 座標変換 ２級 座標変換   7点 奈良県奈良土木事務所 （株）ワールド

H19.1.25

和歌山県 花園村 H17.10.17 確定測量図作成 １級 基準点   2点
和歌山県土地改良事業団
体連合会

(有)尾崎測量設計

H18.3.31 ２級 基準点   1点
３級 基準点   7点
４級 基準点   32点
500 地上数値法 0.1㎢

和歌山県 和歌山市 H17.8.23 都市計画 12500 カラー撮影 19.8㎢ 和歌山県　和歌山市 アジア航測(株)
H18.2.18 2500 数値図修正 8.5㎢

和歌山県 白浜町 H17.9.7 ほ場整備 ３級 基準点   8点 和歌山県西牟婁振興局 (株)岡本設計事務所
H17.10.30 ４級 基準点   126点

500 地上数値法 0.2㎢
和歌山県 和歌山市 H15.5.13 道路計画 座標変 5000 カラー撮影 1.0㎢ 和歌山県　和歌山市 三和航測株式会社

H16.8.10 500 数値図化 1.0㎢
500 数値図修正 0.2㎢

500
既成図数値
化

0.1㎢

500 座標変換 0.3㎢
簡級 水　準  23.8Km

和歌山県 田辺市 H17.7.22
浸水想定区域図作
成

航空レーザ 95.3㎢ 和歌山県 アジア航測(株)

みなべ町 H17.11.18
白浜町
上富田町
日置川町
那智勝浦町
熊野川町

和歌山県 田辺市 H16.10.5 農地開発 ３級 基準点   10点 和歌山県西牟婁振興局 (株)初山
H17.3.30 ４級 基準点   91点

500 地上数値法 0.3㎢
和歌山県 和歌山市 H17.12.1 下水道台帳 500 座標変換 0.5㎢ 和歌山県　和歌山市 (株)南紀航測センター

H18.3.17 500 数値図修正 0.5㎢
３級 水　準  21.1Km

和歌山県 御坊市 H18.3.3 道路管理 4000 カラー撮影 19.4㎢
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所

中日本航空(株)

田辺市 H18.3.31
印南町
白浜町
上富田町
串本町
那智勝浦町

和歌山県 粉河町 H18.1.10 道路計画 ３級 基準点   6点
和歌山県土地改良事業団
体連合会

(株)コスモ技研

H18.3.31 ４級 基準点   30点
和歌山県 印南町 H18.2.25 河川管理 2500 数値図化 17.0㎢ 和歌山県 (株)パスコ

H18.3.31
和歌山県 すさみ町 H18.2.28 河川管理 2500 数値図化 11.0㎢ 和歌山県 国際航業(株)

古座川町 H18.3.31

和歌山県 紀の川市 H18.3.10 河川防災・管理 １級 基準点   2点
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所

中日本航空(株)

H18.3.31 ３級 基準点   27点
和歌山県 串本町 H17.9.26 管理敷地調査 ２級 基準点   5点 大阪防衛施設局 和歌山航測(株)

H18.3.31 ３級 基準点   5点
４級 基準点   30点

和歌山県 白浜町 H17.12.22 固定資産 5000 カラー撮影 201.0㎢ 和歌山県　白浜町 国際航業(株)
日置川町 H18.3.31 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 201.0㎢

和歌山県 岩出市 H18.6.27 都市計画 2500 座標変換 38.5㎢ 和歌山県　岩出市 (株)パスコ
H18.8.31 2500 数値図修正 9.0㎢
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

和歌山県 御坊市 H18.8.1 座標変換 ２級 座標変換   2点 和歌山県　御坊市 (株)初山
H18.10.31 ３級 座標変換   6点

和歌山県 田辺市 H17.9.16 地籍調査 街区三角点 基準点 2.9㎢
土地・水資源局　国土調査
課

牟婁、熊野、菅根共同企
業体

H18.1.30 街区多角点 基準点 4.7㎢
街区点基本 基準点 6.1㎢

和歌山県 和歌山市 H17.10.6 地籍調査 街区点基本 基準点 30.0㎢ 土地・水資源局　国土調査 近代・近畿共同企業体
H18.2.16

和歌山県 和歌山市 H18.3.11 河川計画 航空レーザ 60.6㎢ 和歌山県 (株)パスコ
海南市 H18.8.31 ＤＥＭ作成 その他 76.0㎢
橋本市
新宮市
湯浅町
広川町
印南町
すさみ町

和歌山県 和歌山市 H17.8.1
不動産登記法第
14条地図作成

３級 基準点   4点 和歌山地方法務局 (有)瀬村建築測量事務所

H18.3.31 ４級 基準点   143点
500 地上数値法 0.2㎢

和歌山県 みなべ町 H18.7.1 道路計画 ２級 基準点   1点 和歌山県　　みなべ町 (株)岡本設計事務所
H18.12.28 ３級 基準点   3点

４級 基準点   70点
500 平　板 0.1㎢

和歌山県 白浜町 H18.9.25 ほ場整備 ３級 基準点   7点
和歌山県土地改良事業団
体連合会

(株)岡本設計事務所

H19.3.20 ４級 基準点   112点
500 地上数値法 0.3㎢

和歌山県 白浜町 H18.1.6 道路計画 航空レーザ 12.4㎢
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所

国際航業(株)

日置川町 H18.1.31 8000 カラー撮影 13.1㎢
すさみ町 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 13.1㎢

1000 数値図化 2.6㎢
1000 数値図修正 10.5㎢
1000 座標変換 10.5㎢

和歌山県 橋本市 H18.3.2
河川防災計画・河
川管理

10000 カラー撮影 182.0㎢
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所

中日本航空(株)

紀の川市 H18.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 182.0㎢
岩出町
かつらぎ町

奈良県 五條市
大淀町
下市町

和歌山県 新宮市 H14.8.12  固定資産 10000 カラー撮影 79.7㎢ 和歌山県　新宮市
国際航業株式会社和歌山
営業所

H14.9.30

和歌山県 田辺市 H18.10.3 座標変換 ３級 座標変換   9点
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所

(株)熊野實測

H19.2.25
和歌山県 有田市 H17.12.2 河川管理 15000 カラー撮影 400.0㎢ 和歌山県 国際航業(株)

湯浅町 H18.3.24 2500 数値図化 44.5㎢
広川町
有田川町

和歌山県 田辺市 H16.3.23
道路計画、座標変
換

２級 成果改算   173点
近畿地方整備局　紀南河川
国道事務所

アジア航測(株)

H16.3.29 500 座標変換  157.0Km
 501点

和歌山県 かつらぎ町 H18.11.1 土地改良 ３級 基準点   5点
和歌山県土地改良事業団
体連合会

(有)尾崎測量設計

H19.3.30 ４級 基準点   48点
500 地上数値法 0.1㎢

和歌山県 御坊市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.8㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6 街区多角点 基準点 1.8㎢

和歌山県 御坊市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.8㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6

和歌山県 新宮市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 3.6㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6 街区多角点 基準点 3.6㎢

和歌山県 新宮市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 3.6㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6

和歌山県 那智勝浦町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6 街区多角点 基準点 1.1㎢
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

和歌山県 那智勝浦町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.1㎢ 土地・水資源局国土調査課
牟婁・熊野・菅根共同企業
体

H18.11.6

和歌山県 橋本市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 2.0㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10 街区多角点 基準点 2.0㎢

和歌山県 橋本市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 2.0㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10

和歌山県 有田市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10 街区多角点 基準点 1.3㎢

和歌山県 有田市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10

和歌山県 湯浅町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区三角点 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10 街区多角点 基準点 1.3㎢

和歌山県 湯浅町 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 1.3㎢ 土地・水資源局国土調査課
南大阪・和泉経常測量業
務共同企業体

H18.11.10

和歌山県 和歌山市 H18.6.30
都市再生街区基本
調査

街区点基本 基準点 17.9㎢ 土地・水資源局国土調査課
ワコウ・和建・石井共同企
業体

H18.9.4
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

鳥取県 八頭町 H17.8.19 ほ場整備 ２級 基準点   2点 鳥取県　　八頭町
H18.3.10 ３級 基準点   1点

４級 基準点 0.1㎢
23点

鳥取県 鳥取市 H17.12.26 ほ場整備 ２級 基準点   5点 鳥取県　　鳥取市
H18.3.10 ３級 基準点   6点

４級 基準点   50点
鳥取県 八頭町 H17.6.9 ほ場整備 ２級 基準点   1点 鳥取県八頭郡八頭町

H17.12.28 ３級 基準点   2点
４級 基準点 0.1㎢

8点
鳥取県 大山町 H18.2.13 砂防計画 2500 数値図化 24.0㎢ 鳥取県西部総合事務所 (株)ウエスコ

伯耆町 H18.3.15

鳥取県 南部町 H17.5.26 ほ場整備 ２級 基準点   5点 鳥取県　　南部町
鳥取県土地改良事業団体
連合会

H18.3.25

鳥取県 南部町 H17.8.23 ほ場整備 ２級 基準点   1点 鳥取県　　南部町
鳥取県土地改良事業団体
連合会

H18.3.25

鳥取県 鳥取市 H17.11.14 道路計画 ２級 基準点   6点
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所

鵬技術コンサルタント(株)

H18.3.31 ３級 水　準 9.0Km
6点

鳥取県 鳥取市 H17.11.10 道路計画 ２級 基準点   4点
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所

中電技術コンサルタント
(株)

H18.3.31 ３級 基準点   4点
３級 水　準 8.1Km

2点
２級 座標変換   2点

鳥取県 鳥取市 H17.12.5 道路計画 ３級 基準点   6点
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所

鵬技術コンサルタント(株)

H18.3.31

鳥取県 三朝町 H17.4.15 ほ場整備 ２級 基準点   6点 鳥取県　　三朝町
鳥取県土地改良事業団体
連合会

H18.3.20
鳥取県 境港市 H17.7.20 基準点移設 ２級 基準点   1点 島根県 山陰開発コンサルタント
島根県 松江市 H17.9.20
鳥取県 鳥取市 H18.2.13 森林計画 鳥取県 (株)ウエスコ

H18.3.27 5000 正射写真図 73.0㎢
鳥取県 大山町 H17.11.7 都市計画 鳥取県　　大山町

H18.3.24 2500 数値図化 120.7㎢
2500 写測修正 45.0㎢

2500
既成図数値
化

45.0㎢

5000
既成図数値
化

24.7㎢

2500 空　三   6Ｍ
鳥取県 倉吉市 H18.3.1 道路計画 ２級 基準点   9点 鳥取県中部総合事務所 鵬技術コンサルタント(株)

H18.4.30 ３級 基準点   14点
３級 水　準  11Km

鳥取県 倉吉市 H17.10.5 地籍調査 街区三角 基準点 5.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 西谷技術コンサルタント
H18.2.24 街区多角 基準点 5.5㎢

鳥取県 鳥取市 H17.10.5 地籍調査 街区三角 基準点 16.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)パスコ
H18.3.10 街区多角 基準点 16.5㎢

鳥取県 鳥取市 H17.10.5
都市再生街区基本
調査

１級 基準点   1点 鳥取県　　鳥取市 (株)パスコ

H18.3.20

鳥取県 鳥取市 H17.5.27
千代川航空レーザ
測量業務

航空レーザ 170.0㎢ 鳥取河川国道事務所 アジア航測(株)

若桜町 H17.11.30
智頭町
八頭町

鳥取県 鳥取市 H17.6.24 総合計画 10000 カラー撮影 765.7㎢ 鳥取県　　鳥取市 (株)ウエスコ
H18.3.20 空　三   69Ｍ

2500 数値図化 34.4㎢
2500 数値図修正 225.2㎢
簡級 水　準  8.1Km
2500 座標変換 232.2㎢

鳥取県 米子市 H18.3.31
固定資産航空写真
撮影

5000 カラー撮影 132.2㎢ 鳥取県　　米子市 アジア航測(株)

H19.3.31
直接定位計
算

132.2㎢

鳥取県 米子市 H18.6.20
西部地区測量設計
業務

１級 基準点   3点 (株)広洋コンサルタント

H18.9.29 ３級 基準点   4点
４級 基準点   8点
４級 水　準 10.3Km

15点

鳥取県土地改良事業団体
連合会

サンイン技術コンサルタン
ト(株)

中国地方整備局倉吉河川
国道事務所

測量地域 事業量

鳥取県土地改良事業団体
連合会

鳥取県土地改良事業団体
連合会
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

鳥取県 江府町 H17.8.12 工業団地用地調査 ２級 基準点   2点 鳥取県　　江府町 アサヒコンサルタント(株)
H18.3.28

鳥取県 米子市 H18.4.24 森林計画 16000 撮　影 733.0㎢ 鳥取県 （株）ワールド
境港市 H18.11.30
日吉津村
大山町
南部町
伯耆町
江府町

鳥取県 三朝町 H18.4.18
地域森林計画樹立
業務

20000 撮　影 886.0㎢ 岡山県 中日本航空(株)

岡山県 津山市 H18.11.28
真庭市
鏡野町
美咲町

鳥取県 境港市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 4.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)広洋コンサルタント
H18.12.4 街区多角 基準点 4.6㎢

鳥取県 米子市 H18.6.15 地籍調査
街区三角

点
基準点 10.2㎢ 土地・水資源局国土調査課

シンワ技研コンサルタント
(株)

H18.12.18 街区多角 基準点 10.2㎢

鳥取県 江府町 H18.11.28 ほ場整備 ３級 基準点   3点 鳥取県　　江府町
鳥取県土地改良事業団体
連合会

H19.2.2 ４級 基準点 0.1㎢
20点

鳥取県 南部町 H18.7.3 ほ場整備 ２級 基準点   1点 鳥取県　　南部町
鳥取県土地改良事業団体
連合会

H19.3.30 ３級 基準点   2点
４級 基準点 0.1㎢

13点

鳥取県 大山町 H18.8.5 道路計画 1000
既成図数値
化

4.9㎢
中国地方整備局倉吉河川
国道事務所

国際航業(株)

H18.11.30 1000 座標変換 4.9㎢
1000 写測修正 4.9㎢

島根県 益田市 H17.10.22
高津川縦横断測量
業務

３級 水　準  50.2Km
中国地方整備局浜田河川
国道事務所

出雲グリーン(株)

H18.3.20
島根県 隠岐の島町 H17.7.1 下水道計画 5000 カラー撮影 1.3㎢ 島根県　　隠岐の島町 （株）ジェクト中国

H17.10.20 500 数値図化 1.3㎢
500 空　三   15Ｍ

簡級 水　準 10.9km
島根県 江津市 H17.12.19 電源開発 ２級 基準点   6点 島根県 (株)大建コンサルタント

H18.2.28 ３級 基準点   9点

島根県 隠岐の島町 H18.2.13
公共下水道管路設
計

１級 基準点   3点 島根県　　隠岐の島町 内外エンジニアリング(株)

H18.3.20 ３級 基準点   25点
島根県 出雲市 H17.10.13 ほ場整備 １級 基準点   1点 出雲市土地改良区 北陽技建(株)

H18.3.25
島根県 大田市 H17.7.8 公共下水道平面図 500 数値図化 0.5㎢ 島根県　　大田市 （株）ジェクト中国

H17.8.31 ３級 水　準 7.6Km
20点

島根県 大田市 H16.6.24 下水道計画 4000 カラー撮影 0.9㎢ 島根県　　大田市 （株）ジェクト中国
H16.9.30 500 空　三   20Ｍ

500 数値図化 0.5㎢
簡級 水　準  8.4Km

島根県 雲南市 H17.9.28 航空写真撮影 4000 カラー撮影 41.5㎢ 島根県　　雲南市 (株)パスコ
H17.12.26 10000 カラー撮影 34.8㎢

直接定位計
算

76.3㎢

島根県 安来市 H17.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   7点
島根県松江県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31 ３級 基準点   17点
４級 基準点 1.8㎢

261点
島根県 出雲市 H17.7.22 都市計画 10000 撮　影 49.2㎢ 島根県　　出雲市 アジア航測(株)

H18.3.31 2500 数値図化 49.2㎢

2500 空　三
49.2㎢

70Ｍ
2500 座標変換 105.3㎢

島根県 出雲市 H18.2.1
不動産登記法第
14条第１項地図作
成業務

３級 基準点   13点 松江地方法務局 (有)互大測量設計

H18.3.31

島根県 松江市 H18.2.1
斐伊川定期縦横断
外測量業務

１級 基準点   17点
中国地方整備局出雲河川
事務所

出雲グリーン(株)

出雲市 H18.3.31 ３級 水　準  48.0Km
斐川町

島根県 美郷町 H17.11.9 砂防計画 2500 数値図化 203.5㎢ 島根県川本土木建築事務 国際航業(株)
川本町 H18.3.1 空　三   130Ｍ アジア航測(株)
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島根県 松江市 H17.12.26 都市計画 2500 数値図化 28.4㎢ 島根県 (株)アトラス
安来市 H18.3.24  (株)ウエスコ
東出雲町

島根県 雲南市 H17.10.24 ほ場整備 ３級 基準点   3点
島根県雲南県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ４級 基準点 0.1㎢
11点

島根県 雲南市 H17.11.14 ほ場整備 ３級 基準点   1点
島根県雲南県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ４級 基準点 0.1㎢
3点

島根県 美郷町 H17.6.18 換地測量 ３級 基準点   2点 美郷町 山陰開発コンサルタント
H18.1.10

島根県 出雲市 H17.10.5 地籍調査 街区三角 基準点 2.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)古川コンサルタント
H18.3.3 街区多角 基準点 2.6㎢

島根県 益田市 H17.10.5 地籍調査 街区三角 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)古川コンサルタント
H18.3.3 街区多角 基準点 4.7㎢

島根県 飯南町 H17.7.15 砂防計画 空　三   228Ｍ 島根県雲南県土整備事務 (株)アトラス
H18.1.10 2500 数値図化 131.5㎢

写真図 106.7㎢

島根県 海士町 H17.10.11 ほ場整備 ３級 基準点   6点 島根県隠岐支庁
島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.15 ４級 基準点 0.2㎢
35点

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

島根県 益田市 H17.10.5
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   14点
中国地方整備局浜田河川
国道事務所

(株)古川コンサルタント

H18.3.20

島根県 雲南市 H18.5.26
都市計画、世界測
地系への座標変換

2500 数値図化 38.7㎢ 島根県　　雲南市 (株)ウエスコ

H18.7.31 2500
既成図数値
化

24.6㎢

2500 数値図修正 24.6㎢
2500 座標変換 24.6㎢

島根県 安来市 H17.9.28 道路台帳作成 10000 カラー撮影 130㎢ 島根県　　安来市 大成ジオテック(株)
H18.3.15 空　三   50Ｍ

1000 数値図化 0.7㎢
簡級 水　準  88.3Km

島根県 松江市 H18.7.28
整備敷地造成工
事、現地形及び用
地測量業務

２級 基準点   3点 島根県住宅供給公社
(株)日本海技術コンサルタ

ンツ
H18.9.8

島根県 東出雲町 H16.6.15 ほ場整備 ３級 基準点   14点
島根県松江県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H17.3.30 ４級 基準点 0.4㎢
80点

島根県 出雲市 H17.10.14
塩津地区漁業集落
環境整備事業

２級 基準点   3点 島根県　　出雲市 ケーシーコンサルタント(株)

H18.3.20

島根県 東出雲町 H18.7.1
世界測地系への座
標変換

２級 座標変換   2点
東出雲町出雲郷南土地区
画整理組合

都市企画センター(株)

H18.10.20 ３級 座標変換   5点

島根県 出雲市 H17.10.5
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   8点
中国地方整備局松江国道
事務所

(株)古川コンサルタント

H18.3.20
島根県 安来市 H18.4.25 森林計画 20000 撮　影 685.0㎢ 島根県 （株）ワールド

奥出雲町 H18.10.31
津和野町
吉賀町

島根県 出雲市 H18.9.19 河川管理 12500 撮　影 141.1㎢
中国地方整備局出雲河川
事務所

(株)パスコ

雲南市 H18.12.22 空　三   67Ｍ
斐川町 2500 数値図修正 10.6㎢

島根県 松江市 H18.3.3 河川管理 ３級 基準点   16点
中国地方整備局出雲河川
事務所

山陰開発コンサルタント
(株)

H18.3.31

島根県 出雲市 H18.7.3 道路計画 ２級 基準点   18点
中国地方整備局松江国道
事務所

(株)古川コンサルタント

大田市 H18.10.31 ３級 基準点   56点

島根県 江津市 H18.12.7 河川管理 １級 基準点   2点
中国地方整備局浜田河川
国道事務所

(株)グランド調査開発

H19.2.23

島根県 津和野町 H17.8.10 ほ場整備 ２級 基準点   1点
島根県県益田県土整備事
務所

(株)藤井測量設計

H18.3.23 ３級 基準点   6点
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島根県 益田市 H17.8.25 ほ場整備 ２級 基準点   7点
島根県県益田県土整備事
務所

(株)昭和測量設計事務所

H18.3.23 ３級 基準点   28点

島根県 六日市町 H16.10.8 ほ場整備 ２級 基準点   8点
島根県県益田県土整備事
務所

オリエンタル測量(株)

H17.3.23 ３級 基準点   12点

島根県 津和野町 H16.11.15 ほ場整備 ３級 基準点   10点
島根県県益田県土整備事
務所

(株)藤井測量設計

H17.3.23

島根県 雲南市 H17.5.1 ほ場整備 ３級 基準点   7点
島根県雲南県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.30 ４級 基準点 0.2㎢
37点

島根県 柿木村 H16.10.25 ほ場整備 ２級 座標変換   3点 島根県雲南県土整備事務 石州測量設計(株)
２級 基準点   2点

H17.3.23 ３級 基準点   7点
４級 基準点   23点

島根県 安来市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 2.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)広洋コンサルタント
H18.12.4 街区多角 基準点 2.1㎢

島根県 雲南市 H17.9.3
現地形及び用地測
量業務

２級 基準点   3点 島根県住宅供給公社 (株)ワールド測量設計

H18.2.10 ４級 基準点   17点
３級 水　準 7.1km

3点

島根県 浜田市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   8点
中国地方整備局浜田河川
国道事務所

(株)大建コンサルタント

H18.12.8

島根県 浜田市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点 島根県　　浜田市 (株)大建コンサルタント

H18.12.8

島根県 出雲市 H17.10.3 ほ場整備 ２級 基準点   3点
島根県出雲県土整備事務
所

島根県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ３級 基準点   4点
４級 基準点 0.3㎢

54点
島根県 浜田市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 3.0㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大建コンサルタント

H18.12.8 街区多角 基準点 3.0㎢
島根県 大田市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 0.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大建コンサルタント

H18.12.8 街区多角 基準点 0.9㎢
島根県 出雲市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)大建コンサルタント

H18.12.8 街区多角 基準点 1.6㎢
島根県 海士町 H18.7.20 ほ場整備 ３級 基準点   4点 島根県隠岐支庁

H19.3.15 ４級 基準点 0.1㎢
20点

島根県 安来市 H18.6.15
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   6点
中国地方整備局松江国道
事務所

(株)広洋コンサルタント

H18.12.4

島根県 出雲市 H18.1.25
斐伊川定期縦横断
外測量業務

２級 水　準 16.0Km
中国地方整備局出雲河川
事務所

出雲グリーン(株)

H18.3.31 2点

島根県 大田市 H19.2.13 道路計画 ２級 基準点   1点
中国地方整備局松江国道
事務所

(株)ウエスコ

H19.3.20 ３級 水　準  1.9Km
１点

岡山県 岡山市 H18.1.10 河川測量 ２級 基準点   4点
中国地方整備局岡山河川
事務所

(株)荒谷建設コンサルタン
ト

総社市 H18.3.10
岡山県 倉敷市 H17.12.15 公共基準点測量 ３級 基準点   18点 岡山県　　倉敷市 (株)開発技研コンサルタン

H18.3.15
岡山県 倉敷市 H18.2.13 公共基準点測量 ３級 基準点   8点 岡山県　　倉敷市 (株)なんば技研

H18.3.20
岡山県 瀬戸内市 H18.2.27 河川管理 1000 数値図化 0.1㎢ 岡山県　　瀬戸内市 (株)ウエスコ

H18.3.31
岡山県 倉敷市 H17.7.6 都市計画 2500 座標変換 354.3㎢ 倉敷市 アジア航測(株)

真備町 H17.7.25
船穂町

岡山県 玉野市 H17.10.5 地籍調査
街区三角

点
基準点 9.8㎢ 土地・水資源局国土調査課

西部・大和・オカコン経常
測量共同企業体

H18.3.10 街区多角 基準点 9.8㎢
岡山県 高梁市 H17.10.5 地籍調査 街区三角 基準点 1.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 西谷技術コンサルタント

H18.2.24 街区多角 基準点 1.4㎢
岡山県 鴨方町 H17.1.19 土地区画整理 ２級 基準点   2点 岡山県　　浅口市 (有)渋田測量事務所

H17.3.31 ３級 基準点   2点
岡山県 和気町 H18.6.20 確定測量 ２級 基準点   5点 岡山県　　和気町 (株)なんば技研

H18.7.15
岡山県 岡山市 H18.1.23 固定資産現況調査 12500 カラー撮影 658.6㎢ 岡山県　　岡山市 朝日航洋(株)

H18.3.31 直接定位計 658.6㎢

島根県土地改良事業団体
連合会
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岡山県 玉野市 H18.7.10 下水道計画 500 数値図化 0.3㎢ 岡山県　　玉野市 (株)パスコ
H18.8.31 500 写測修正 0.2㎢

500
既成図数値
化

0.2㎢

500 座標変換 0.2㎢
４級 水　準  3.1Km

岡山県 真庭市 H17.8.5 ほ場整備 ２級 基準点   3点 岡山県　　真庭市
(有)ナラサキシビルエンジ
ニア

H18.3.10 ２級 座標変換   2点

岡山県 真庭市 H17.11.21 都市計画 15000 カラー撮影 828.4㎢ 岡山県　　真庭市 アジア航測(株)
H18.3.31 2500 数値図化 61.4㎢

2500 数値図修正 136.6㎢
2500 座標変換 22.7㎢

2500
既成図数値
化

22.7㎢

直接定位計
算

61.4㎢

岡山県 岡山市 H18.7.21 土地区画整理 ３級 基準点   5点 岡山市 昭和(株)
H19.3.25 ４級 基準点   265点

岡山県 岡山市 H18.8.7 用地測量 ２級 基準点   3点
中国地方整備局岡山河川
事務所

(株)荒谷建設コンサルタン
ト

H18.11.30
岡山県 玉野市 H18.9.27 下水道計画 500 数値図化 0.3㎢ 岡山県　　玉野市 (株)パスコ

H18.11.17 500 写測修正 0.3㎢
500 座標変換 0.3㎢

500
既成図数値
化

0.3㎢

４級 水　準  4.5Km

岡山県 建部町 H18.2.22 ほ場整備 ２級 基準点   2点 岡山県　　建部町
岡山県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31 ３級 基準点   1点
４級 基準点   16点

岡山県 岡山市 H18.1.12 河川管理 ２級 水　準 79.2Km
中国地方整備局岡山河川
事務所

倉測建設コンサルタント
(株)

備前市 H18.2.28  32点
瀬戸内市
赤磐市
瀬戸町
和気町

岡山県 井原市 H18.2.6
河川定期縦横断測
量

２級 水　準 70.5Km
中国地方整備局岡山河川
事務所

(株)ウエスコ

広島県 府中市 H18.3.31 2点
岡山県 新見市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 ミネオカ測量設計(株)

H18.12.1 街区多角 基準点 1.6㎢
岡山県 岡山市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 18.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 テクノス(株)

H18.11.13
岡山県 倉敷市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 1.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 テクノス(株)

H18.11.13
岡山県 清音村 H14.9.2  現況図作成 ２級 基準点   2点 岡山県　　総社市 (株)浪速技研コンサルタン

H15.2.28 ３級 基準点   4点

３級 水　準 4.3km
  3点

広島県 東広島市 H17.5.17 道路整備事業 １級 基準点   5点
広島県東広島地域事務所
建設局

フクヨシエンジニアリング
(株)

H18.3.10
広島県 大崎上島町 H17.10.5 道路計画 ３級 基準点   2点 広島県　　大崎上島町 (株)セトウチ

H18.1.31 ２級 座標変換   4点
３級 座標変換   5点

広島県 大崎上島町 H16.11.19 道路計画 ３級 基準点   4点 広島県東広島地域事務所 (株)セトウチ
H17.2.10

広島県 三原市 H17.11.28
広島空港水準点改
測

１級 水　準 14.7Km
中国地方整備局広島港湾・
空港整備事務所

復建調査設計(株)

H18.3.17  6点
広島県 呉市 H18.1.30 砂防計画 ３級 基準点   2点 広島県呉地域事務所 総合技研(株)

H18.3.20

広島県 呉市 H17.12.7 道路計画 1000 数値図化 2.6㎢
中国地方整備局広島国道
事務所

国際航業(株)

H18.3.31 1000
既成図数値
化

5.6㎢

広島県 府中市 H17.12.1 河川計画 １級 基準点   2点 広島県福山地域事務所 広建コンサルタンツ(株)
H18.3.24 ２級 基準点   2点

３級 基準点   5点

広島県 江田島市 H17.11.2 道路計画 １級 基準点   2点
広島県広島地域事務所建
設局

(株)安芸建設コンサルタン
ト

H18.2.28
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

広島県 広島市 H18.2.6 河川管理 １級 座標変換   2点
中国地方整備局太田川河
川事務所

(株)荒谷建設コンサルタン
ト

H18.3.15 ３級 基準点   5点
広島県 広島市 H18.4.15 道路計画 １級 基準点   2点 広島県　　広島市 (株)山陽技術コンサルタン

H18.6.30

広島県 三原市 H18.3.14
世界測地系への座
標変換

２級 座標変換   70点 広島県　　三原市 (株)広測コンサルタント

H18.3.31 ３級 座標変換   80点
４級 座標変換  981点

地籍図根 座標変換   167点
広島県 東広島市 H17.6.29 総合計画 2500 数値図化 122.7㎢ 広島県　　東広島市 (株)陸地コンサルタント

H18.3.24 簡級 水　準  80.8Km
広島県 廿日市市 H18.3.3 土地区画整理 ３級 基準点   7点 広島県　　廿日市市 玉野総合コンサルタント

H18.3.31 ４級 基準点   5点
２級 座標変換   2点
３級 座標変換   3点

広島県 呉市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 12.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)陸地コンサルタント
H18.2.17 街区多角 基準点 12.1㎢

広島県 呉市 H17.9.14 地籍調査
街区三角

点
基準点 10.2㎢ 土地・水資源局国土調査課

(株)アース開発コンサルタ
ント

H18.2.10 街区多角 基準点 10.2㎢
広島県 呉市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 1.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 やまと測量設計(株)

H18.1.27 街区多角 基準点 1.7㎢
広島県 竹原市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 1.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 やまと測量設計(株)

H18.1.27 街区多角 基準点 1.9㎢
広島県 坂町 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 1.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 やまと測量設計(株)

H18.1.27 街区多角 基準点 1.8㎢
広島県 三原市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 7.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 明伸建設コンサルタント

H18.2.10 街区多角 基準点 7.9㎢
広島県 東広島市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 0.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 明伸建設コンサルタント

H18.1.10 街区多角 基準点 0.9㎢
広島県 廿日市市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 10.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)セトウチ

H18.2.10 街区多角 基準点 10.8㎢
広島県 東広島市 H18.2.16 ほ場整備 ２級 基準点   1点 広島県　　東広島市

３級 基準点   1点
H18.3.30 ４級 基準点   6点

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

広島県 三次市 H18.2.15
下水道現況平面図
作成

4000 カラー撮影 8.8㎢ 広島県　　三次市 (株)ヒロコーコンサル

H18.3.31 500 数値図化 1.5㎢
３級 水　準  12.4Km

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

広島県 三原市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

１級 基準点   3点
中国地方整備局福山河川
国道事務所

明伸建設コンサルタント
(株)

H18.3.20 ３級 基準点   16点

広島県 呉市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   22点 広島県　　呉市 (株)陸地コンサルタント

H18.3.20

広島県 坂町 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   5点 広島県　　坂町 やまと測量設計(株)

H18.3.20 ３級 基準点   11点

広島県 廿日市市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点
中国地方整備局太田川河
川事務所

(株)セトウチ

H18.3.20

広島県 福山市 H17.12.16
地形図の経年変化
修正

12500 カラー撮影 197.0㎢
中国地方整備局福山河川
国道事務所

(株)日航コンサルタント

府中市 H18.3.31 2500 写測修正 23.6㎢
世羅町
神辺町

広島県 尾道市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   10点
中国地方整備局福山河川
国道事務所

(株)アキテクノス

H18.2.3
広島県 世羅町 H17.6.15 地形図作成 10000 カラー撮影 278.3㎢ 世羅町 (株)日航コンサルタント

H18.3.10 25000 カラー撮影 278.3㎢
2500 写測図化 14.7㎢
5000 写測修正 263.6㎢

5000
既成図数値
化

62.3㎢

広島県 尾道市 H17.11.1 航空写真撮影 4000 カラー撮影 28.3㎢ 広島県　　尾道市 (株)パスコ
H18.3.31 8000 カラー撮影 284.9㎢

広島県 尾道市 H17.12.16 土地区画整理事業 ２級 座標変換   5点
尾道市平原土地区画整理
組合

玉野総合コンサルタント
(株)

H18.3.25

広島県 尾道市 H17.12.16 土地区画整理事業 ３級 基準点   12点
尾道市平原土地区画整理
組合

玉野総合コンサルタント
(株)

H18.3.25

広島県土地改良事業団体
連合会
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広島県 廿日市市 H18.5.2 20000 撮　影 320.0㎢ 広島県 (株)日航コンサルタント
広島市 H18.12.15
安芸太田町
北広島町

広島県 呉市 H17.11.17 砂防ダム計画 ２級 基準点   2点 広島県呉地域事務所
H18.3.20

広島県 江田島市 H18.2.22 総合計画 10000 カラー撮影 100.9㎢ 広島県　　江田島市 国際航業(株)
H18.3.17 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 100.9㎢

500
既成図数値
化

2.2㎢

1000 数値図化 2.2㎢
広島県 広島市 H18.7.25 区画整理事業 ３級 基準点   1点 広島県　　広島市 復建調査設計(株)

H19.3.20

広島県 御調町 H16.7.20 ほ場整備 ２級 基準点   4点 広島県尾三地域事務所
広島県土地改良事業団体
連合会

H17.2.28

広島県 廿日市市 H17.9.14
都市再生街区街区
基本調査

３級 基準点   19点
中国地方整備局広島国道
事務所

(株)セトウチ

H18.3.20

広島県 呉市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   19点
中国地方整備局広島国道
事務所

(株)陸地コンサルタント

H18.3.20

広島県 呉市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   13点
中国地方整備局広島国道
事務所

(株)アース開発コンサルタ
ント

H18.3.20

広島県 呉市 H17.9.14
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   21点 やまと測量設計(株)

竹原市 H18.1.27
坂町

広島県 広島市 H17.8.24 砂防計画 ３級 基準点   8点 (株)ニュー技術
H17.9.30 ４級 基準点 0.4㎢

230点 (株)古川コンサルタント

広島県 広島市 H17.11.28
砂防堰堤設計に伴
う測量

２級 基準点   2点
中国地方整備局太田川河
川事務所

中電技術コンサルタント
(株)

H18.3.31
広島県 尾道市 H17.9.14 地籍調査 街区三角 基準点 9.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)アキテクノス

H18.2.3 街区多角 基準点 9.2㎢
広島県 尾道市 H18.7.21 港湾計画 １級 基準点   3点 広島県尾三地域事務所 (株)セトウチ

H18.11.30 ３級 基準点   2点
広島県 広島市 H18.8.25 下水道平面図 4000 カラー撮影 0.3㎢ 広島県　　広島市 (株)ヒロコーコンサル

H18.11.2 500 数値図化 0.3㎢
空　三   9Ｍ

簡級 水　準  9.8Km
広島県 広島市 H18.8.31 地形平面図作成 4000 撮　影 0.7㎢ 広島県　　広島市 (株)日航コンサルタント

H18.11.2 空　三   11Ｍ
500 数値図化 0.7㎢
３級 水　準 5.3Km

広島県 広島市 H18.12.1 区画整理事業 ３級 基準点   2点 広島県　　広島市 (株)ミズキコンプライアンス
H19.3.9

広島県 廿日市市 H17.8.25 広島県　　廿日市市 (有)伸成測量設計事務所
H17.12.22 ２級 基準点   4点

３級 基準点   13点
２級 水　準  8.0Km

9点

広島県 広島市 H18.11.20 土地区画整理事業 ３級 基準点   3点
広島市佐伯区石内湯戸・下
沖地区土地区画整理組合
設立準備委員会

(株)アキテクノス

H18.12.27
広島県 尾道市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 1.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 ミネオカ測量設計(株)

H18.12.1 街区多角 基準点 1.7㎢
広島県 尾道市 H18.6.15 地籍調査 街区三角 基準点 2.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 ミネオカ測量設計(株)

H18.12.1 街区多角 基準点 2.5㎢
広島県 府中市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 6.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)広測コンサルタント

H18.12.15 街区多角 基準点 6.5㎢
広島県 東広島市 H18.6.16 地籍調査 街区点 基準点 0.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)広測コンサルタント

H18.12.15
広島県 三原市 H18.6.16 地籍調査 街区点 基準点 0.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)広測コンサルタント

H18.12.15
広島県 府中町 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 4.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)山陽技術コンサルタン

H18.12.25 街区多角 基準点 4.7㎢
広島県 海田町 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 4.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)山陽技術コンサルタン

H18.12.25 街区多角 基準点 4.6㎢
広島県 広島市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 25.1㎢ 土地・水資源局国土調査課 広建コンサルタンツ(株)

H18.11.10
広島県 東広島市 H17.5.17 総合計画 10000 カラー撮影 635.3㎢ 広島県　　東広島市 中日本航空(株)

H17.7.29
広島県 広島市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 25.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)第一総合エンジニア

H18.12.4

地域森林計画編成
及び森林調査のた
め

廿日市市公共下水
道事業

中国地方整備局太田川河
川事務所

中国地方整備局広島国道
事務所

(株)アース開発コンサルタ
ント
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広島県 広島市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 24.2㎢ 土地・水資源局国土調査課 中国工務(株)
H18.11.6

広島県 広島市 H18.6.15 地籍調査 街区点 基準点 23.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 やまと測量設計(株)
H18.11.6

広島県 呉市 H18.11.1 ３級 基準点   4点 広島県呉地域事務所 (株)第一総合エンジニア
H18.12.26

広島県 尾道市 H18.6.15 ２級 基準点   3点 広島県　　尾道市 ミネオカ測量設計(株)
H18.12.1

広島県 府中市 H18.9.9 道路改良 ２級 基準点   1点 広島県福山地域事務所 (株)荒谷建設コンサルタン
H19.3.9 ３級 基準点   2点

広島県 呉市 H18.11.10 海岸保全 １級 基準点   3点 広島県呉地域事務所 (株)セトウチ
H19.2.28 ３級 基準点   3点

広島県 大竹市 H19.1.9 ３級 基準点   2点 広島県　　大竹市 玉野総合コンサルタント

H19.3.30

広島県 府中市 H18.8.4 ほ場整備 ３級 基準点   4点 広島県福山地域事務所
広島県土地改良事業団体
連合会

H18.12.20 地籍図根 座標変換   3点
広島県 広島市 H18.11.22 森林基本図の修正 5000 写測修正 201.0㎢ 広島県 (株)日航コンサルタント

H19.3.16

山口県 萩市 H17.9.26 道路計画 8000 カラー撮影 10.8㎢
中国地方整備局山口河川

国道事務所
(株)パスコ

H18.3.20
1000 空　三   9Ｍ
1000 数値図化 0.6㎢
簡級 水　準  9.3Km
２級 座標変換   1点

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

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

山口県 柳井市 H17.12.16 都市計画 10000 撮　影 139.9㎢ 山口県　　柳井市 国際航業(株)
H18.3.27 10000 写測修正 50.0㎢

10000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 139.9㎢
山口県 岩国市 H18.2.24 地形図作成 12500 カラー撮影 70㎢ 山口県岩国土木建築事務 (株)日航コンサルタント

美川町 H18.3.24 空　三   35Ｍ
簡級 水　準  53.5Km

山口県 周南市 H17.7.27 地籍調査 街区三角 基準点 15.4㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)荒谷建設コンサルタン
H18.1.27 街区多角 基準点 15.4㎢

山口県 下松市 H17.7.27 地籍調査 街区三角 基準点 7.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 （株）リクチコンサルタント
H17.12.22 街区多角 基準点 7.3㎢

山口県 山陽小野田 H17.7.27 地籍調査 街区三角 基準点 2.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 （株）リクチコンサルタント
H17.12.22 街区多角 基準点 2.8㎢

山口県 周南市 H17.7.27
都市再生街区基本

調査
３級 基準点   41点

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

(株)荒谷建設コンサルタン

ト
H18.3.20

山口県 下松市 H17.7.27
都市再生街区基本

調査
３級 基準点   24点

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

（株）リクチコンサルタント

H18.3.20

山口県 下関市 H18.1.1
固定資産の現況把
握

20ｃｍ カラー撮影 742.5㎢ 山口県　　下関市 (株)パスコ

H18.3.10 8ｃｍ カラー撮影 26.6㎢
山口県 周南市 H17.7.22 都市計画 10000 カラー撮影 203.2㎢ 山口県　　周南市 国際航業(株)

H18.2.28 30000 カラー撮影 452.9㎢
2500 数値図化 203.2㎢

10000 数値図化 452.9㎢
直接定位計
算

656.1㎢

10000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 656.1㎢

山口県 宇部市 H18.6.1 ほ場整備 ２級 基準点   4点 山口県美祢農林事務所
山口県土地改良事業団体
連合会

H19.3.20

山口県 美祢市 H18.5.30 ほ場整備 ２級 基準点   6点 山口県　　美祢市
山口県土地改良事業団体
連合会

H19.2.28
山口県 周南市 H18.4.17 道路計画 ２級 基準点   2点 山口県周南土木建築事務 ゼネラルコンサルタント(株)

H18.10.30

住宅市街地総合整
備事業に伴う黒川
市営住宅測量業務

都市再生街区基本
調査

道路交通安全施設
の計画
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

山口県 光市 H17.12.26 都市計画 2500 数値図化 32.1㎢ 山口県　　光市 アジア航測(株)
H18.3.31 2500 数値図修正 59.9㎢

10000 編　集 91.9㎢

山口県 山口市 H18.7.3 ほ場整備 ２級 基準点   25点 山口県山口農林事務所
山口県土地改良事業団体
連合会

H19.3.26

山口県 山口市 H18.6.20
急傾斜地崩壊対策
工事

２級 基準点   2点
山口県山口土木建築事務
所

（株）リクチコンサルタント

H18.9.30

山口県 光市 H18.7.20 ほ場整備 ２級 基準点   6点 山口県　　光市
山口県土地改良事業団体
連合会

H19.2.28

山口県 萩市 H18.5.22 ほ場整備 ３級 座標変換   4点 山口県　　萩市
山口県土地改良事業団体
連合会

４級 基準点 0.1㎢
H19.3.31 15点

山口県 周防大島町 H17.11.21 道路計画 ２級 基準点   2点 山口県柳井土木建築事務 (株)荒谷建設コンサルタン
H17.12.20

山口県 岩国市 H18.6.5
縮尺2500地形図
作成

2500 数値図化 15.2㎢
山口県岩国土木建築事務
所

(株)日航コンサルタント

H18.12.1
山口県 萩市 H18.6.6 4000 カラー撮影 0.6㎢ 山口県　　萩市 朝日航洋(株)

H18.11.30 500 数値図化 0.6㎢
空　三   22Ｍ

３級 水　準  15.3Km
山口県 山口市 H18.5.29 土地区画整理 ４級 基準点   2点 山口県　　山口市 (財)福岡土地区画整理協

H18.12.27

山口県 萩市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   13点
中国地方整備局山口河川
国道事務所萩国道出張所

エボシ技工調査設計(株)

H18.12.11

山口県 山口市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査（山口市第１、
第２地区）

３級 基準点   8点
中国地方整備局山口河川
国道事務所山口国道維持
出張所

山口建設コンサルタント

H18.12.11

山口県 山口市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査（山口市第２、
第３地区）

３級 基準点   17点
中国地方整備局山口河川
国道事務所山口国道維持
出張所

(株)田中技研コンサルタン

ト
H18.12.4

山口県 山口市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査（山口市第５、
第６地区）

３級 基準点   2点
中国地方整備局山口河川
国道事務所山口国道維持
出張所

エボシ技工調査設計(株)

H18.12.11
山口県 下関市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 9.7㎢ 土地・水資源局国土調査課 サンヨーコンサルタント(株)

H18.12.15 街区多角 基準点 9.7㎢
山口県 下関市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 9.3㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)宇部建設コンサルタン

H18.12.15 街区多角 基準点 9.3㎢
山口県 下関市 H18.7.5 地籍調査 街区三角 基準点 6.9㎢ 土地・水資源局国土調査課 朝日航洋(株)

H18.12.15 街区多角 基準点 6.9㎢
山口県 山口市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 9.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)山口建設コンサルタン

H18.12.11 街区多角 基準点 9.8㎢
山口県 山口市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 7.5㎢ 土地・水資源局国土調査課 (株)田中技研コンサルタン

H18.12.4 街区多角 基準点 7.5㎢
山口県 萩市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 4.6㎢ 土地・水資源局国土調査課 エボシ技工調査設計(株)

H18.12.11 街区多角 基準点 4.6㎢
山口県 山口市 H18.6.16 地籍調査 街区三角 基準点 2.8㎢ 土地・水資源局国土調査課 エボシ技工調査設計(株)

H18.12.11 街区多角 基準点 2.8㎢

山口県 山口市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   2点
山口県山口土木建築事務
所

エボシ技工調査設計(株)

H18.12.11

山口県 下関市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査（下関市第１、
第２地区）

３級 基準点   25点
中国地方整備局山口河川
国道事務所下関国道維持
出張所

サンヨーコンサルタント(株)

H18.12.15

山口県 下関市 H18.6.16
都市再生街区基本
調査（下関市第３、
第４地区）

３級 基準点   22点
中国地方整備局山口河川
国道事務所下関国道維持
出張所

(株)宇部建設コンサルタン

ト
H18.12.15

山口県 宇部市 H18.11.14 台帳平面図作成 10000 撮　影 0.5㎢ 山口県美祢農林事務所 (株)日航コンサルタント
H19.2.28 空　三   5Ｍ

1000 写測図化 0.5㎢
簡級 水　準  13.5Km

山口県 萩市 H19.2.13 河川測量 ２級 基準点   2点
山口県阿武川ダム管理事
務所

(有)ナガト地研

H19.3.20
山口県 萩市 H18.12.19 森林計画 5000 写測修正 1108.0㎢ 山口県 写測エンジニアリング（株）

阿武町 H19.2.20
阿東町

漁業集落排水事業
現況図作成
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

徳島県 藍住町 H17.12.20 固定資産現況調 8000 カラー撮影 16.3㎢ 藍住町 (株)パスコ
H18.1.31 その他  

徳島県 牟岐町 H18.1.10 道路計画 ２級 基準点   6点
国土交通省四国地方整備
局徳島河川国道事務所

(株)フジタ建設コンサルタ
ント

H18.3.24 ３級 基準点   11点
２級 水　準  4.0Km

徳島県 那賀川町 H18.2.14
経営体育成基盤
整備事業の事業
計画に基づく工事

２級 基準点   7点 徳島県南部総合県民局 阿南測量設計(株)

H18.3.10

徳島県 徳島市 H18.1.10
不動産登記法第
14条地図作成に
伴う基準点測量

３級 基準点   7点 徳島地方法務局 (有)田中測量設計事務所

H18.2.28
徳島県 徳島市 H18.1.25 災害対策基礎調 簡級 水　準  110.5Km 四国地方整備局 国際航業(株)
香川県 高松市 H18.3.22
愛媛県 松山市
高知県 高知市

徳島県 三加茂町 H17.6.10 固定資産 8000 カラー撮影 25.9㎢ 三加茂町
アジア航測株式会社四国
支店

H17.12.31

徳島県 阿南市 H18.1.27 河川計画・管理 12500 カラー撮影 23.5㎢
四国地方整備局那賀川河
川事務所

国際航業(株)

H18.3.31 2500 数値図修正 23.5㎢
座標変換 23.5㎢

徳島県 徳島市 H17.9.2 道路計画 10000 カラー撮影 8.1㎢
日本道路公団四国支社 徳
島工事事務所

中日本航空(株)

小松島市 H18.2.28 5000 カラー撮影 8.1㎢
阿南市 1000 数値図化 5.6㎢
勝浦町 500 数値図化 1.3㎢
那賀川町 5000 数値図化 48.2㎢

徳島県 徳島市 H17.1.20 地籍調査 街区点 その他 14.9㎢
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

株式会社フジ設計

H17.3.18

徳島県 徳島市 H17.1.20 地籍調査 街区点 基準点 15.2㎢
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

松本測量設計株式会社

H17.3.18
徳島県 上那賀町 H18.3.25 道路計画 ２級 基準点   3点 徳島県南部総合県民局 松本測量設計(株)

H18.4.15

徳島県 徳島市 H18.7.12 その他 8000 カラー撮影 330.0㎢
中国四国農政局四国東部
農地防災事務所

株式会社パスコ徳島営業
所

鳴門市 H18.10.14
阿波市
松茂町
北島町
藍住町
板野町
上板町

徳島県 那賀町 H17.4.7 ほ場整備 ２級 基準点   3点 徳島県　　那賀町 松本測量設計(株)
H17.7.31 ２級 基準点   5点

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

徳島県 日和佐町 H17.11.4 ほ場整備 ２級 基準点   3点 徳島県南部総合県民局 阿南測量設計(株)
H18.3.31 ３級 基準点   6点

徳島県 小松島市 H17.3.22 ほ場整備 ２級 基準点   1点 徳島県　　徳島農林事務 松本測量設計(株)
H17.3.31

徳島県 那賀川町 H18.6.28 総合計画 ２級 その他   12点
中四国農政局那賀川農地
防災事業所

内外エンジニアリング株式
会社

阿南市 H18.12.24 ３級 その他  30.5Km
小松島市

徳島県 阿南市 H17.11.20 総合計画 12500 カラー撮影 99.0㎢ 阿南市 (株)航空撮影センター
那賀川町 H18.3.20 空　三   14Ｍ
羽ノ浦町 2500 数値図化 20.9㎢

2500 座標変換 27.2㎢
対標 その他   11点
簡級 水　準  20.8Km

徳島県 三好市 H18.10.13 道路計画 航空レーザ 26.6㎢
国土交通省四国地方整備
局徳島河川国道事務所

朝日航洋株式会社西日本
空情支社

H19.1.31

徳島県 阿南市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 5.7㎢   34点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

富士測量株式会社

三好市 H18.12.8 街区多角点 基準点
5.7㎢   144

点

香川県 観音寺市 街区点 基準点
5.7㎢   619

点

徳島県 三好市 H18.10.25 道路計画 2500 数値図化 6.0㎢
四国地方整備局徳島河川
国道事務所

国際航業(株)

H19.2.28

測量地域 事業量

－324－



実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

徳島県 小松島市 H17.12.16 港湾計画 250 平　板 0.1㎢
徳島県徳島小松島港開発
事務所

共和建設コンサルタント
(株)

H18.1.30 縦横断  0.4Km
徳島県 美波町 H18.6.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 徳島県南部総合県民局 阿南測量設計株式会社

H19.3.26 ３級 基準点   3点
徳島県 那賀町 H18.9.20 ほ場整備 １級 基準点   1点 徳島県南部総合県民局 阿南測量設計株式会社

H19.3.26 ２級 基準点   3点
３級 基準点   3点

徳島県 美馬市 H18.12.11 ため池改修計画 ２級 基準点   2点 徳島県西部総合県民局 鳴門測量設計株式会社
H19.3.9

徳島県 牟岐町 H19.1.9 道路計画 １級 基準点   2点
四国地方整備局徳島河川
国道事務所

阿南測量設計株式会社

H19.3.30 ３級 基準点   1点
１級 水　準   10点
３級 水　準   10点

徳島県 阿南市 H18.12.23
都市計画（管内
図作成）

10000 数値図化 27.2㎢ 阿南市
アジア航測株式会社　徳
島営業所

H19.3.15
徳島県 宇和島市 H18.8.14 固定資産 8000 カラー撮影 469.5㎢ 愛媛県　　宇和島市 宇和島市

H19.3.31

香川県 高松市 H17.7.15 土地区画整理 ２級 基準点   14点 高松市 昭和(株)

H17.11.30

３級 基準点   84点
香川県 東かがわ市 H17.10.24 ほ場整備 １級 基準点   5点 香川県東讃土地改良事務 光洋測量(有)

H18.3.31 ３級 基準点   16点

香川県 丸亀市 H18.2.14 河川管理 ３級 基準点   3点
国土交通省四国地方整備
局　香川河川国道事務所

(株)五星

満濃町 H18.3.10

香川県 高松市 H18.1.15
登記所備付地図
の作成

３級 基準点   7点 高松法務局
社団法人香川県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会

H18.3.31

香川県 三木町 H17.10.13 都市計画 2500
既成図数値
化

35.0㎢ 三木町 (株)パスコ

H18.3.15 2500 数値図修正 35.0㎢

香川県 綾南町 H18.2.3 ほ場整備 ３級 基準点   3点 綾南町
香川県土地改良事業団体
連合会

H18.3.17 ４級 基準点   20点
500 その他  

香川県 仁尾町 H17.11.28 ほ場整備 １級 基準点   3点 香川県西讃土地改良事務 共同設計(株)
H18.3.29 ３級 基準点   13点

４級 基準点 0.1㎢
500 平板・修正 0.2㎢

香川県 綾上町 H17.10.1 ほ場整備 ３級 基準点   7点
香川県中讃土地改良事務
所

香川県土地改良事業団体
連合会

H17.12.15 ２級 座標変換   1点
香川県 まんのう町 H19.1.23 土地改良 １級 基準点   2点 香川県中讃土地改良事務 (株)環境デザイン

H19.3.23 ３級 基準点   2点
香川県 丸亀市 H17.12.6 固定資産現況調 5000 カラー撮影 88.2㎢ 丸亀市 国際航業(株)

H18.3.20 10000 カラー撮影 23.6㎢

香川県 三木町 H17.9.20 ほ場整備 ３級 基準点   5点
香川県東讃土地改良事務
所

香川県土地改良事業団体
連合会

H18.3.10
香川県 豊浜町 H17.5.25 固定資産 8000 カラー撮影 16.7㎢ 香川県　　豊浜町 アジア航測(株)

H17.12.30
香川県 大野原町 H17.5.25 固定資産 8000 カラー撮影 51.7㎢ 大野原町 アジア航測(株)

H17.12.30

香川県 丸亀市 H17.7.28 河川計画 航空レーザ 100.0㎢
国土交通省四国地方整備
局香川河川国道事務所

国際航業(株)

坂出市 H17.12.8
満濃町
飯山町
宇多津町

香川県 高松市 H18.6.9 その他 ２級 基準点   4点
国土交通省四国地方整備
局香川河川国道事務所

四電技術コンサルタント

H19.3.20 ３級 基準点   7点
香川県 丸亀市 H17.11.15 ほ場整備 ３級 基準点   4点 丸亀市 三島開発コンサルタント

H17.11.30 ４級 基準点 0.1㎢
500 その他 0.1㎢

香川県 高松市 H18.10.13 港湾計画 ４級 基準点   44点 香川県高松土木事務所 (株)五星
H18.11.30

香川県 善通寺市 H18.10.4 道路用地 １級 基準点   5点 香川河川国道事務所 (株)五星
H18.10.30

香川県 さぬき市 H18.9.14 ほ場整備 ２級 座標変換   3点 さぬき市寒川土地改良区 三島開発コンサルタント
H19.3.23 ３級 基準点   8点
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香川県 高松市 H18.8.23 道路計画 １級 基準点   2点
国土交通省四国地方整備
局香川河川国道事務所

株式会社四国調査設計事
務所

H18.12.25
香川県 三木町 H18.9.1 ほ場整備 ３級 基準点   6点 香川県東讃土地改良事務 株式会社　マオカ設計

H18.12.31

香川県 高松市 H17.7.16 道路台帳 ４級 基準点   20点
国土交通省四国地方整備
局　香川河川国道事務所

(株)ティーネットジャパン

H18.3.17

香川県 三豊市 H18.11.1 水利施設保全 ３級 基準点   4点
中国四国農政局四国土地
改良調査管理事務所

(株)五星

H18.12.31
香川県 観音寺市 H18.6.1 都市計画 2500 数値図化  6835.0Km 香川県　　観音寺市 株式会社パスコ香川支店

H18.12.20 2500 数値図修正  49.1Km

香川県 松山市 H18.6.19
都市再生街区基
本調査

街区点 基準点
24.6㎢
3061点

国土交通省土地・水資源
局国土調査課

南海測量設計株式会社

H18.11.22

香川県 丸亀市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 6.7㎢   31点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

株式会社　五星

H18.11.22 街区多角点 基準点 6.7㎢   86点

街区点 基準点
6.7㎢   630

点

香川県 丸亀市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 5.2㎢   19点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

エイト・新協技術共同企業
体

H18.11.12 街区多角点 基準点
5.2㎢   115

点

街区点 基準点
5.2㎢   914

点

香川県 丸亀市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 5.3㎢   40点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

南海カツマ株式会社　四
国支店

H18.12.8 街区多角点 基準点
5.3㎢   137

点

街区点 基準点
5.3㎢   952

点

香川県 坂出市 H18.6.20
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 6.2㎢   25点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

復建調査設計株式会社

高松市 H18.12.8 街区多角点 基準点
6.2㎢   137

点

街区点 基準点
6.2㎢   1542

点

香川県 阿南市 H18.11.20 ほ場整備 ２級 基準点   1点 徳島県南部総合県民局
株式会社第一測量設計事
務所

H19.2.28 ３級 基準点   2点

香川県 丸亀市 H18.11.10 ほ場整備 １級 基準点   1点 香川県　　丸亀市
香川県土地改良事業団体
連合会

H18.12.22 ３級 基準点   1点
４級 基準点   6点

香川県 観音寺市 H18.11.10 道路計画 １級 基準点   1点 香川県　　観音寺市
香川県土地改良事業団体
連合会

H18.12.22 ３級 基準点   2点
４級 基準点   5点

香川県 丸亀市 H18.6.20
都市再生街区基
本調査

２級 座標変換   4点
四国地方整備局　香川河
川国道事務所

(株)五星

H18.11.22 ３級 座標変換   32点 (株)エイトコンサルタント
新協技術コンサルタント

香川県 東かがわ市 H18.12.4 ほ場整備 ３級 基準点   13点
香川県東讃土地改良事務
所

香川県土地改良事業団体
連合会

H19.1.31

香川県 丸亀市 H18.6.20
都市再生街区基
本調査

２級 座標変換   4点 香川県　　丸亀市 (株)エイトコンサルタント

H18.11.22 新協技術コンサルタント

香川県 坂出市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

２級 座標変換   1点 坂出市
復建調査設計株式会社高
松支店

H18.12.8 ３級 座標変換   3点

香川県 三木町 H18.9.20 ほ場整備 ３級 基準点   11点
香川県東讃土地改良事務
所

香川県土地改良事業団体
連合会

H19.2.26

香川県 綾川町 H18.12.20
ほ場整備のため
の確定測量

１級 基準点   2点 綾川町
香川県土地改良事業団体
連合会

H19.3.23 ３級 基準点   5点
４級 基準点 0.2㎢

愛媛県 今治市 H17.7.19 土地区画整理 ３級 基準点   3点
独立行政法人都市再生機
構今治都市開発事務所

(株)サンコー設計

H18.3.24

愛媛県 新居浜市 H16.12.29 砂防計画 空　三 16.0㎢ 愛媛県
朝日航洋株式会社西日本
空情支社

H17.8.31 2500 数値図化 16.0㎢
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 16.0㎢
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愛媛県 宇和島市 H17.10.20 道路計画 ２級 基準点   5点
国土交通省四国地方整備
局　大洲河川国道事務所

(株)芙蓉コンサルタント

H18.1.28 ３級 基準点   8点
２級 水　準   3点
１級 座標変換   1点

愛媛県 松山市 H17.10.18 道路台帳 4000 撮　影 3.4㎢ 松山市 国際航業(株)
H18.3.24 5000 撮　影 3.1㎢

8000 撮　影 5.4㎢
500 写測図化 0.1㎢
500 写測修正 0.1㎢

1000 写測図化 0.1㎢
愛媛県 今治市 H17.7.8 都市計画 撮　影 419.6㎢ 今治市 (株)パスコ

H18.3.10 数値図化 116.7㎢ アジア航測(株)
数値図修正 93.6㎢
既成図数値
化

43.2㎢

愛媛県 内子町 H18.8.28 土地改良 ３級 基準点   13点 愛媛県
愛媛県土地改良事業団体
連合会

H19.3.9 ４級 基準点 0.1㎢
１級 基準点   2点

愛媛県 松山市 H18.2.20 都市計画 ３級 基準点   11点 愛媛県　　松山市 昭和(株)
H18.4.28 ４級 基準点 0.4㎢

愛媛県 四国中央市 H18.2.2 ダム管理 航空レーザ 20.0㎢
四国地方整備局　吉野川
ダム統合管理事務所

国際航業(株)

H18.3.27 １級 基準点   3点
愛媛県 宇和島市 H17.9.21 地籍調査 ２級 座標変換   8点 宇和島市 (株)八紘設計コンサルタン

H18.3.2

愛媛県 西予市 H17.11.22
固定資産の現況
把握

8000 撮　影 514.8㎢ 西予市 (株)パスコ

H18.3.10
愛媛県 砥部町 H18.2.22 下水道計画 空　三   13Ｍ 砥部町 (株)四航コンサルタント

H18.9.29 500 写測図化 1.1㎢
水　準  10.7Km

愛媛県 松山市 H18.5.19 鉄道計画 ２級 基準点   1点 愛媛県 南海測量設計株式会社
H18.5.31 ２級 座標変換   8点

愛媛県 東温市 H18.1.6 砂防計画 2500 数値図化 30.0㎢
国土交通省四国地方整備
局四国山地砂防事務所

(株)パスコ

西条市 H18.3.31

愛媛県 愛南町 H18.9.19 道路計画 1モデル 空　三 0.4㎢
国土交通省四国地方整備
局大洲河川国道事務所

国際航業株式会社松山営
業所

H18.11.30 1000 数値図化 0.4㎢
愛媛県 宇和島市 H18.2.10 森林計画 36面 座標変換 486.0㎢ 愛媛県 アジア航測(株)

鬼北町 H18.5.31
松野町

愛媛県 大洲市 H18.2.22
山鳥坂ダム周辺
管理図作成

12500 カラー撮影 61.0㎢
四国地方整備局　山鳥坂
ダム工事事務所

国際航業(株)

H18.3.31 8000 カラー撮影 43.0㎢
2500 数値図化 21.5㎢
簡級 水　準  22.8Km

12500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 22.8㎢
8000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 23.3㎢

愛媛県 新居浜市 H17.8.5 砂防計画 2500 数値図化 9.1㎢ 愛媛県 (株)パスコ
H18.2.10 標定点 その他   7点

愛媛県 今治市 H18.8.25 道路台帳 ２級 基準点   7点
国土交通省四国地方整備
局松山河川国道事務所

復建調査設計株式会社

H19.2.28

愛媛県 西条市 H17.9.19 道路台帳 ２級 基準点   6点
国土交通省　四国地方整
備局　松山河川国道事務

(株)荒谷建設コンサルタン
ト

H18.2.28

愛媛県 西予市 H16.12.10 ほ場整備 ２級 基準点   10点 愛媛県
（株）八紘設計コンサルタ
ント

H17.3.10

愛媛県 伊予市 H17.9.30 道路台帳 ２級 基準点   3点
国土交通省四国地方整備
局　松山河川国道事務所

復建調査設計(株)

H18.2.28

愛媛県 鬼北町 H17.10.21 土地改良 ３級 基準点   6点 愛媛県
愛媛県土地改良事業団体
連合会

H18.3.10 ４級 基準点 0.1㎢
愛媛県 今治市 H17.12.1 土地改良 ３級 基準点   2点 愛媛県 南海測量設計(株)

H18.1.25 ４級 基準点 0.1㎢

愛媛県 今治市 H18.4.28 都市計画 2500 数値図化 103.1㎢ 愛媛県　　今治市
国際航業株式会社　松山
営業所

H18.10.31 2500 数値図修正 29.3㎢

2500
既成図数値
化

5.7㎢

愛媛県 今治市 H18.6.20 街区三角点 基準点 6.7㎢   17点 株式会社　サンコー設計
H18.11.22 街区多角点 基準点 6.7㎢   136

街区点 基準点 6.7㎢   941

都市再生街区基
本調査

国土交通省土地・水資源
局国土調査課
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愛媛県 今治市 H18.6.20 街区三角点 基準点 5.7㎢   24点 大建測量設計株式会社
H18.12.8 街区多角点 基準点 5.7㎢   113

街区点 基準点 5.7㎢   628
愛媛県 八幡浜市 H18.6.20 街区三角点 基準点 3.7㎢   23点 八紘建設コンサルタント

大洲市 H18.12.8 街区多角点 基準点 3.7㎢   78点
街区点 基準点 3.7㎢   422

愛媛県 四国中央市 H18.6.20 街区三角点 基準点 5.2㎢   34点 富士建設コンサルタント
松前町 H18.12.8 街区多角点 基準点 5.2㎢   128

街区点 基準点 5.2㎢   472

愛媛県 今治市 H18.6.20
都市再生街区基
本調査

２級 座標変換   1点 愛媛県　　今治市 (株)サンコー設計

H18.11.22 ３級 座標変換   2点

愛媛県 久万町 H19.1.11 道路計画 航空レーザ 46.1㎢
四国地方整備局　松山河
川国道事務所

国際航業(株)松山営業所

美川村 H19.2.9 10000 数値撮影 46.1㎢
丹原町
伊予市
四国中央市

愛媛県 松山市 H18.8.14 河川管理 ２級 基準点   11点
国土交通省四国地方整備
局松山河川国道事務所

株式会社芙蓉コンサルタ
ント

H18.12.22
愛媛県 今治市 H19.1.5 都市計画 5000 編　集 281.5㎢ 愛媛県　　今治市 国際航業(株)松山営業所

H19.2.28 10000 編　集 281.5㎢

愛媛県 今治市 H19.1.22 都市計画 5000 編　集 138.1㎢ 愛媛県　　今治市
国際航業株式会社　松山
営業所

H19.2.28 10000 編　集 138.1㎢

愛媛県 大洲市 H18.11.20 ダム改造 ２級 基準点   3点
国土交通省四国地方整備
局山鳥坂ダム工事事務所

復建調査設計株式会社

H19.2.28
高知県 窪川町 H17.12.1 ほ場整備 １級 基準点   2点 高知県 (有)高南技術コンサルタン

H18.1.15 ２級 基準点   3点
高知県 宿毛市 H18.2.21 河川管理 10000 カラー撮影 33.0㎢ 高知県 (株)パスコ

H18.3.25
高知県 高知市 H18.2.1 砂防計画 2500 数値図化 0.8㎢ 高知県 アジア航測(株)

土佐市 H18.2.20

高知県 土佐清水市 H18.2.22 総合計画 8000 カラー撮影 5.4㎢
環境省中国四国地方環境
事務所

アジア航測(株)

H18.3.30 10000 撮　影 11.8㎢
空　三   12Ｍ

1000 数値図化 0.7㎢
2500 数値図化 2.9㎢

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ   5点
高知県 大正町 H17.10.13 河川計画 航空レーザ 900.0㎢ 国土交通省四国地方整備 国際航業(株)

十和村 H18.3.22
四万十市
窪川町

愛媛県 鬼北町
松野町
宇和島市
西予市
大洲市
松山市
東温市
松前町
砥部町
伊予市

高知県 窪川町 H18.1.4 道路計画 ２級 基準点   14点 中村河川国道事務所 株式会社　ウエスコ
佐賀町 H18.5.31

高知県 四万十町 H18.7.15 ほ場整備 ２級 基準点   2点 高知県
有限会社高南技術コンサ
ルタント

H18.8.31
高知県 安芸市 H18.8.3 河川管理 8000 カラー撮影 103.7㎢ 高知県 株式会社パスコ高知支店

馬路村 H18.11.2 空　三   38Ｍ
安田町 2000 数値図化 15.2㎢

北川村 2000
既成図数値
化

0.2㎢

東洋町
室戸市
四万十市
三原村

高知県 宿毛市 H15.8.25
宿毛駅東地区土
地区画整理事業

２級 基準点   4点 高知県　　宿毛市 （株）西和コンサルタント

H16.1.20 ３級 基準点   6点

高知県 南国市 H18.1.23 海岸保全 航空レーザ 1.3㎢
四国地方整備局高知河川
国道事務所

国際航業(株)

高知市 H18.3.20
春野町
土佐市

国土交通省土地・水資源
局国土調査課

都市再生街区基
本調査

国土交通省土地・水資源
局国土調査課

都市再生街区基
本調査

都市再生街区基
本調査

国土交通省土地・水資源
局国土調査課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

高知県 窪川町 H17.11.25 ほ場整備 ２級 基準点   3点 高知県 (株)潮技術コンサルタント
H18.3.6 ３級 基準点   6点

高知県 窪川町 H17.12.5 ほ場整備 １級 基準点   5点 高知県 (有)成コンサルタント
H18.3.6

高知県 窪川町 H17.12.15 ほ場整備 １級 基準点   3点 高知県 (有)成コンサルタント
H18.3.6 ２級 基準点   3点

高知県 香我美町 H18.10.21 用地測量 ３級 基準点   2点 広島防衛施設局 (有)四国技研コンサルタン
H19.1.4 ４級 基準点   4点

高知県 高知市 H17.12.1
登記所備付地図
作製

４級 基準点   410点 高知地方法務局 (有)アルファプランニング

H18.3.20

高知県 大豊町 H18.11.2 道路管理 航空レーザ 14.9㎢
国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所

朝日航洋株式会社西日本
空情支社

H19.1.26

高知県 室戸市 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

街区三角点 基準点 6.8㎢   50点
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

株式会社　タカチ測建

安芸市 H18.12.8 街区多角点 基準点
6.8㎢   148

点

土佐市 街区点 基準点
6.8㎢   1604

点
須崎市
いの町

高知県 いの町 H18.6.16
都市再生街区基
本調査

３級 座標変換   7点 高知県　　いの町 株式会社タカチ測建

H18.12.8

高知県 高知市 H18.12.28 河川計画 10000 カラー撮影 76.0㎢ 高知県
国際航業株式会社　高知
営業所

黒潮町 H19.3.17 2000 数値図化 8.6㎢

香南市 2500
既成図数値
化

0.4㎢

1000
既成図数値
化

0.4㎢

2500 数値図修正 4.4㎢
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

福岡県 古賀市 H16.10.29 道路計画 ２級 基準点   2点 福岡県　　福岡土木事務所 サンコーコンサルタント
H16.12.25 ３級 基準点   3点

４級 基準点   15点
福岡県 嘉穂町 H17.9.28 林道台帳 1000 写測図化 7.3㎢ 福岡県　　嘉穂町 東亜建設技術(株)

H17.12.9
福岡県 八幡西区 H17.2.14 5000 カラー撮影 0.6㎢ 福岡県　　北九州市 (株)パスコ

H17.3.31 ３級 水　準  9.0Km
5000 空　三   12Ｍ
500 写測修正 0.4㎢
500 座標変換 0.4㎢
500 数値図化 0.6㎢

福岡県 福岡市 H17.7.1 街区基本調査 街区三角点 基準点   39点 (株)大陸総合コンサルタン
H17.12.28 街区多角点 基準点   1206点 大倉測量設計(株)

１級 基準点   97点 (株)大高開発
２級 基準点   353点

福岡県 福岡市 H17.7.1 街区基本調査 街区三角点 基準点   8点 大正測量設計(株)
H17.12.28 街区多角点 基準点   1771点

１級 基準点   11点
２級 基準点   45点

福岡県 直方市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 8.4㎢   60点 (株)西日本側研社
H17.12.19 街区多角点 基準点   265点 石橋開発(株)

(株)九州測量設計
福岡県 直方市 H17.7.22 街区基本調査 基準点 8.4㎢ 1700点 (株)西日本側研社

H17.12.19 石橋開発(株)
(株)九州測量設計

福岡県 田川市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 5.7㎢   51点 （株）怡土
H18.1.23 街区多角点 基準点   183点

福岡県 田川市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 5.7㎢ 1100点 （株）怡土
H18.1.23

福岡県 行橋市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 4.2㎢   31点 （株）怡土
H18.1.23 街区多角点 基準点   118点

福岡県 行橋市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 4.2㎢ 1400点 （株）怡土
H18.1.23

福岡県 小郡市 H17.7.22 街区基本調査 ２級 基準点   3点
(株)エスケイエンジニアリ
ング

H18.1.10 ３級 基準点   7点
街区三角点 基準点 4.6㎢   47点
街区多角点 基準点   175点

福岡県 小郡市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 4.6㎢ 1300点
土地・水資源局　国土調査
課

(株)エスケイエンジニアリ
ング

H18.1.10

福岡県 春日市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 3.3㎢   26点
土地・水資源局　国土調査
課

(株)エスケイエンジニアリ
ング

H18.1.10 街区多角点 基準点   105点

福岡県 春日市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 3.3㎢ 1200点
土地・水資源局　国土調査
課

(株)エスケイエンジニアリ
ング

H18.1.10
福岡県 苅田町 H17.7.22 街区基本調査 １級 基準点   3点 土地・水資源局　国土調査 日進測量設計(株)

H18.1.10 街区三角点 基準点 5.1㎢   32点 ダイエーコンサルタント
街区多角点 基準点   74点

福岡県 苅田町 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 5.1㎢ 200点 土地・水資源局　国土調査 日進測量設計(株)
H18.1.10 ダイエーコンサルタント

福岡県 苅田町 H17.9.1 街区基本調査 １級 基準点   3点
福岡県新北九州空港連絡
道路建設事務所

日進コンサルタント（株)

H18.1.10 ダイエーコンサルタント

福岡県 久留米市 H17.10.12
街区基本調査（久
留米市第２地区）

街区点 基準点
27.7㎢ 6800

点
土地・水資源局　国土調査
課

大成ジオテック(株)

H18.1.23
福岡県 小倉北区 H17.6.17 道路台帳 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (有)サンエー設計

H17.9.30
福岡県 甘木市 H18.1.10 総合計画 ２級 基準点   5点 福岡県　　甘木市 (有)グローバルプラン

H18.3.15

福岡県 勝山町 H17.6.1
土地改良（勝山町
松田地区）

２級 座標変換   2点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H17.9.9 ２級 基準点   3点
福岡県 篠栗町 H17.12.1 道路計画 ３級 基準点   1点 福岡国道事務所 (株)福山コンサルタント

H17.12.25
福岡県 八幡東区 H17.12.14 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 石橋開発(株)

H18.3.15
福岡県 若松区 H17.11.21 道路用地 ３級 基準点   8点 福岡県　　北九州市建設局 石橋開発(株)

H18.3.31
福岡県 宗像市 H17.7.16 都市計画 10000 その他 119.6㎢ 福岡県　　宗像市 国際航業(株)

H17.12.20 簡級 水　準  72.2Km
10000 直接定位計   480点

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

測量地域 事業量

総合計画　（八幡
西区　折尾地区）

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
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福岡県 飯塚市 H17.4.30 森林計画 20000 撮　影 1114.0㎢ 福岡県 アジア航測(株)
北九州市 H17.12.20 5000 写真図 134.9㎢
直方市
若宮町
宮田町
鞍手町
小竹町
赤池町
穂波町
庄内町
香春町
糸田町
金田町
頴田町
方城町
田川市
川崎町
大任町
添田町
嘉穂町

福岡県 小倉南区 H17.8.22 道路台帳 ３級 基準点   4点 福岡県　　北九州市建設局 佐藤測量(株)
H17.11.30

福岡県 太宰府市 H17.11.1 砂防計画 2500 数値図化 12.5㎢ 福岡県　那珂土木事務所 アジア航測(株)
H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.5㎢

福岡県 門司区 H17.1.11

地籍調査　　福岡
県北九州市門司区
第２地区・小倉南
区第２地区

街区点基本 基準点 36.3㎢

土地・水資源局　国土調査

課

国際航業(株)

小倉南区 H17.5.31
福岡県 上毛町 H17.10.29 河川管理 ３級 基準点   3点 山国川河川事務所 大洋測量設計(株)

H17.12.30
福岡県 博多区 H17.9.23 道路台帳 １級 基準点   2点 福岡国道事務所

久留米市 H18.3.30 ３級 基準点   4点
高田町 ３級 水　準  6.0Km   6点

福岡県 大野城市 H17.11.25
都市計画（基準点
成果改定）

１級 成果改算   21点 福岡県　　大野城市 国際航業(株)

H18.3.24 ２級 成果改算   48点
３級 成果改算   54点

福岡県 粕屋町 H18.1.21 道路台帳 １級 基準点   1点 福岡国道事務所 (株)新世コンソーシアム
H18.3.30 ３級 水　準  2.0Km

福岡県 八幡東区 H18.1.16 道路用地 ３級 基準点   3点 福岡県　北九州市建設局 (株)松尾測量
八幡西区 H18.3.31

福岡県 八幡東区 H17.6.13 道路台帳 ３級 基準点   3点 福岡県　　北九州市建設局 旭測量設計(株)
H17.6.30

福岡県 若松区 H18.2.7 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 八木測量事務所
H18.3.31

福岡県 小倉北区 H18.2.22 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (有)サンエー設計
H18.3.31

福岡県 前原市 H18.1.10 道路計画 ２級 基準点   2点 福岡県　前原土木事務所 (株)テクノ
H18.2.28

福岡県 門司区 H18.2.9 道路用地 ３級 基準点   4点 福岡県　　北九州市建設局 (有)サンエー設計
H18.3.31

福岡県 小倉南区 H18.2.9 道路用地 ３級 基準点   3点 福岡県　　北九州市建設局 (有)サンエー設計
H18.3.31

福岡県 城南区 H18.2.17 道路計画 ３級 基準点   21点 福岡県　　福岡市土木局
H18.3.15

福岡県 筑紫野市 H18.2.16 道路計画 ３級 基準点   8点 福岡国道事務所
H18.3.31 ４級 基準点   64点

３級 水　準  3.5Km
福岡県 小倉南区 H18.2.27 総合計画 １級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本側研社

H18.3.31
福岡県 東区 H17.8.3 １級 基準点   34点 福岡県　　福岡市 西技測量設計(株)

H17.10.31 ３級 基準点   15点
福岡県 博多区 H17.8.17 １級 基準点   37点 福岡県　　福岡市

南区 H17.10.30
福岡県 中央区 H17.8.4 １級 基準点   23点 福岡県　　福岡市 石川エンジニアリング(有)

城南区 H17.10.31
早良区

福岡県 西区 H17.8.17 １級 基準点   37点 福岡県　　福岡市 新日本測量設計(株)
H17.10.30

福岡県 東区 H17.11.25 ２級 基準点   85点 福岡県　　福岡市 三池測量設計(株)
H18.3.15 ２級 成果改算   6点

３級 基準点   20点

福岡県 博多区 H17.11.25
地震に伴う基準点

成果改定（博多区）
２級 基準点   58点 福岡県　　福岡市 基洲測量(株)

H18.3.15 ２級 成果改算   3点
３級 基準点   112点
３級 成果改算   25点

(株)スリーエヌ技術コンサ
ルタント

地震に伴う基準点
成果改定（東区）

福高総合技術コンサルタ
ント(株)

(株)アジアシステムエンジ
ニアリング
(株)エスケイエンジニアリ
ング

都市基準点改測作
業（その１）
都市基準点改測作
業（その２）
都市基準点改測作
業（その３）

都市基準点改測作
業（その４）
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福岡県 西区 H17.11.25 ２級 基準点   66点 福岡県　　福岡市 栄和測量設計(株)
早良区 H18.3.15 ２級 成果改算   49点

３級 基準点   50点
３級 成果改算   138点

福岡県 中央区 H17.11.25 ２級 基準点   59点 福岡県　　福岡市 (株)ジオ
南区 H18.3.15 ２級 成果改算   11点
城南区 ３級 基準点   78点

３級 成果改算   34点
福岡県 甘木市 H17.8.3 固定資産税調査 5000 カラー撮影 167.2㎢ 福岡県　　甘木市 写測エンジニアリング（株）

H18.3.13
福岡県 宗像市 H17.9.15 砂防計画 2500 数値図化 14.3㎢ 福岡県　宗像土木事務所 (株)パスコ

H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 14.3㎢
福岡県 南区 H17.10.13 都市計画 2500 数値図修正 93.0㎢ 福岡県　　福岡市 東亜建設技術(株)

西区 H18.3.24 2500 座標変換 64.2㎢
城南区
早良区

福岡県 行橋市 H17.11.17 道路計画 簡級 水　準  10.5Km 福岡県　行橋土木事務所 国際航業(株)
苅田町 H18.2.28 10000 カラー撮影 12.6㎢

1000 数値図化 0.6㎢
福岡県 甘木市 H18.2.3 道路計画 1000 数値図化 2.6㎢ 北九州国道事務所 朝日航洋(株)

嘉穂町 H18.3.15
福岡県 太宰府市 H17.6.28 固定資産 5000 カラー撮影 29.7㎢ 福岡県　　太宰府市 朝日航洋(株)

H18.3.31

福岡県 上毛町 H18.4.20 総合計画 ２級 基準点   1点 福岡県　豊前土木事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.4.28

福岡県 築上町 H18.1.23 土地改良 ２級 基準点   3点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.2.28
福岡県 筑後市 H18.1.30 河川計画 ２級 基準点   28点 筑後川河川事務所 (株)新世コンソーシアム

瀬高町 H18.3.28 ２級 水　準  40.0Km
高田町

福岡県 宗像市 H17.9.15 砂防計画 2500 数値図化 12.2㎢ 福岡県　宗像土木事務所 大成ジオテック(株)
H18.3.15

福岡県 遠賀町 H18.1.26 下水道計画 500 数値図化 0.5㎢ 福岡県　　遠賀町 国際航業(株)
H18.3.24 500 座標変換 0.5㎢

福岡県 西区 H18.4.1 土地区画整理 ３級 成果改算   13点
福岡県　福岡市田尻土地区
画整理組合

第一復建(株)

H18.6.30
福岡県 小倉北区 H18.4.18 総合計画 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 （有）プラム測量

H18.5.31

福岡県 頴田町 H17.8.19
ほ場整備（鹿毛馬
地区第４換地区）

２級 基準点   3点 福岡県　飯塚農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.20 ３級 基準点   5点
４級 基準点   15点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 添田町 H17.8.19
土地改良（遊農津
野地区埋金換地
区）

２級 基準点   2点 福岡県　飯塚農林事務所
福岡県土地改良事業団体

連合会
H18.3.20 ３級 基準点   1点

４級 基準点   4点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 大平村 H17.8.22
土地改良（友枝地
区第３換地区）

２級 基準点   1点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ３級 基準点   9点
４級 基準点   32点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 大平村 H17.8.22
土地改良（友枝地
区第４換地区）

２級 基準点   4点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ３級 基準点   4点
４級 基準点   19点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 大平村 H17.8.22
土地改良（友枝地
区第５換地区）

２級 基準点   3点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ３級 基準点   3点
４級 基準点   12点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 豊前市 H17.8.22
土地改良（合河西
部地区）

２級 基準点   5点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ３級 基準点   16点
４級 基準点   72点
500 平　板 0.6㎢

福岡県 行橋市 H17.10.27 道路台帳 ２級 基準点   4点
北九州国道事務所　行橋維
持出張所

東亜建設技術(株)

苅田町 H18.2.28 ３級 基準点   34点
勝山町 ３級 水　準  11.0Km

1000 平　板 0.3㎢

地震に伴う基準点
成果改定（西区・
早良区）

地震に伴う基準点
成果改定（中央・
城南・南区）
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

福岡県 大牟田市 H18.1.4 地盤変動調査 １級 水　準  211.0Km 福岡県 村井測量設計(株)
柳川市 H18.3.17
筑後市
大川市
大木町
瀬高町
高田町

佐賀県 佐賀市
福岡県 新宮町 H18.4.25 土地区画整理 ２級 成果改算   4点 第一復建(株)

H18.6.30 ３級 成果改算   9点
福岡県 大野城市 H18.5.1 土地区画整理 ２級 成果改算   2点 (財)福岡土地区画整理協

H18.5.31 ３級 成果改算   10点
福岡県 古賀市 H18.1.30 道路計画 ２級 基準点   3点 福岡県　福岡土木事務所 明治コンサルタント(株)

H18.3.24 1000 数値図化 0.1㎢
福岡県 小倉南区 H18.2.24 道路用地 ２級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本測研社

H18.3.31 ３級 基準点   5点
福岡県 小倉南区 H18.3.6 道路台帳 ３級 基準点   7点 福岡県　　北九州市建設局

H18.3.31
福岡県 小倉南区 H18.3.15 道路台帳 ３級 基準点   7点 福岡県　　北九州市建設局 (株)三高コンサルタント

H18.3.31
福岡県 行橋市 H18.4.1 土地区画整理 ２級 基準点   6点 福岡県　　行橋市 (財)福岡土地区画整理協

H18.6.30 ３級 基準点   4点
４級 基準点   16点

福岡県 小倉南区 H18.6.1 総合計画 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)中村測建事務所
H18.9.29

福岡県 朝倉町 H17.9.16 道路計画 ２級 基準点   5点 福岡県　甘木土木事務所 東亜建設技術(株)
H17.10.28

福岡県 小倉南区 H18.2.9 道路用地 ３級 基準点   5点 福岡県　　北九州市建設局 (株)押川測量設計
H18.3.30

福岡県 小倉南区 H18.3.2 道路用地 ３級 基準点   7点 福岡県　　北九州市建設局 (株)押川測量設計
H18.3.31

福岡県 小倉北区 H18.3.2 総合計画 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)押川測量設計
H18.3.31

福岡県 甘木市 H17.9.10 ダム管理 8000 カラー撮影 17.0㎢ アジア航測(株)
H17.12.8 直接定位計   75点

500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 17.0㎢
福岡県 うきは市 H17.10.17 固定資産税調査 簡級 水　準  17.3Km 福岡県　　うきは市 朝日航洋(株)

H18.3.15 5000 カラー撮影 58.8㎢
10000 カラー撮影 58.8㎢
10000 直接定位計   904点

500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 58.8㎢
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 58.8㎢

福岡県 久留米市 H17.12.22 固定資産 8000 カラー撮影 229.8㎢ 福岡県　　久留米市 朝日航洋(株)
H18.2.28 8000 直接定位計   1096点

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 229.8㎢
福岡県 古賀市 H17.12.22 道路計画 ２級 基準点   4点 福岡県　福岡土木事務所 芳野測量設計(株)

H18.1.31 簡級 水　準  3.5Km
8000 カラー撮影 10.0㎢
1000 数値図化 0.4㎢

福岡県 大野城市 H17.8.12 固定資産 8000 カラー撮影 26.9㎢ 福岡県　　大野城市 朝日航洋(株)
H18.3.31

福岡県 小竹町 H18.5.15 下水道台帳 ２級 座標変換   2点 福岡県　　小竹町 マサキ測量設計(株)
H18.6.30 ２級 基準点   1点

３級 基準点   42点
福岡県 小倉南区 H18.6.1 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (有)福島測量設計

H18.8.14
福岡県 直方市 H17.3.18 土地区画整理 ２級 座標変換   1点 第一復建(株)

H17.6.30 ３級 座標変換   3点
３級 基準点   6点

福岡県 小郡市 H17.9.14 ２級 基準点   3点 福岡県　　小郡市
H18.1.10 ３級 基準点   4点

福岡県 小郡市 H17.9.1 ３級 基準点   3点 福岡県　久留米土木事務所
H18.1.10

福岡県 大野城市 H18.4.14 土地区画整理 ４級 基準点   3点 福岡県　　大野城市 (株)中庭測量コンサルタン
H18.6.15 ２級 座標変換   7点

４級 座標変換   3点

福岡県 久留米市 H16.10.22
都市再生街区基本
調査

３級 座標変換   34点 福岡県　　久留米市
(株)高崎総合コンサルタン
ト

H17.3.30 (株)高崎
福岡県 久留米市 H17.12.22 河川管理 ２級 基準点   60点 筑後川河川事務所 大成ジオテック(株)

大川市 H18.3.28 ２級 水　準  122.0Km
柳川市

佐賀県 佐賀市
鳥栖市
川副町
神埼町
千代田町
みやき町

(株)エスケイエンジニアリ
ング

街区基本調査に伴
う座標変換（改測）
街区基本調査に伴
う座標変換（改測）

福岡県　新宮町沖田土地区
画整理組合
大野城市乙金第二土地区
画整理組合　設立準備委員

直方市感田東土地区画整
理組合

(株)シヨウエー設計測量事
務所

（独）水資源機構　小石原川
ダム調査所

(株)エスケイエンジニアリ
ング
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

福岡県 久留米市 H18.2.22 河川管理 ２級 基準点   71点 筑後川河川事務所 (株)パスコ
甘木市 H18.3.28 ２級 水　準  125.0Km
うきは市
杷木町
朝倉町

大分県 日田市
福岡県 筑紫野市 H17.10.17 固定資産税調査 8000 カラー撮影 87.7㎢ 福岡県　　筑紫野市 朝日航洋(株)

H18.3.15 8000 直接定位計   483点
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 87.7㎢

福岡県 大野城市 H17.12.26 砂防計画 2500 数値図化 7.5㎢ 福岡県　那珂土木事務所 中日本航空(株)
H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.5㎢

福岡県 小倉南区 H18.6.1 道路用地 ２級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本測研社
H18.9.29 ３級 基準点   2点

福岡県 久留米市 H18.3.15 道路台帳 １級 基準点   1点
福岡国道事務所　久留米維
持出張所

共和航業(株)

H18.3.31 ３級 水　準  1.7Km

福岡県 北九州市 H16.4.26 土地区画整理 ３級 基準点   4点
北九州市大里本町土地区
画整理組合

（株）タカラコンサルタンツ

H16.5.20

福岡県 博多区 H18.6.23
再開発整備に伴う
３級基準点の移設

３級 基準点   1点
独立行政法人空港周辺整
備機構　福岡空港事業本部

第一復建(株)

H18.10.31
福岡県 門司区 H17.11.10 砂防計画 2500 数値図化 8.1㎢ 福岡県　北九州土木事務所 東亜建設技術(株)

H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.1㎢
福岡県 朝倉市 H18.5.9 １級 基準点   6点 九州測量設計(株)

H18.7.10 ３級 基準点   23点
４級 基準点   42点
３級 水　準  14.0Km
500 平　板 0.1㎢

福岡県 朝倉市 H18.5.12 １級 基準点   4点 西日本コンサルタント(株)
H18.7.10 ３級 基準点   18点

４級 基準点   32点
３級 水　準  16.0Km
500 平　板 0.1㎢

福岡県 若松区 H18.7.3 道路用地 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本測研社
H18.11.30

福岡県 久留米市 H18.8.1
道路台帳（基準点
の再設）

１級 基準点   1点 共和航業(株)

H18.8.15 ３級 水　準  1.0Km   1点
福岡県 大野城市 H18.3.1 土地区画整理 ３級 基準点   4点 (財)福岡土地区画整理協

H18.3.31 ４級 基準点 0.1㎢
500 平　板 0.1㎢

福岡県 小倉南区 H18.7.27 公園計画 ２級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)中村測建事務所
H18.9.30 ３級 基準点   1点

福岡県 添田町 H17.8.19 ２級 基準点   3点 福岡県　飯塚農林事務所
H18.6.30 ３級 基準点   4点

４級 基準点   9点
500 平　板 0.1㎢

福岡県 築上町 H18.2.22 ほ場整備 ３級 基準点   1点 福岡県　行橋農林事務所
福岡県土地改良事業団体
連合会

H18.3.24 ４級 基準点   2点
福岡県 西区 H18.2.27 土地改良 ２級 基準点   6点 福岡県　　福岡市

H18.3.20 ３級 基準点   8点
４級 基準点   21点
500 平　板 0.6㎢

福岡県 若松区 H18.5.29 土地区画整理 ２級 基準点   7点 旭測量設計(株)
八幡西区 H18.6.30 ３級 座標変換   16点

４級 座標変換   293点
福岡県 若松区 H18.8.3 公園管理 ２級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 村井測量設計(株)

H18.9.29 ３級 基準点   1点
福岡県 久留米市 H17.6.11 都市計画 12500 撮　影 324.6㎢ 福岡県　　久留米市 (株)中庭測量コンサルタン

H18.3.20 2500 数値図化 71.5㎢
2500 写測修正 124.7㎢
2500 既成図数値 124.7㎢
2500 数値図修正 33.7㎢
2500 座標変換 158.4㎢

福岡県 八幡東区 H18.10.10 道路台帳 １級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 村井測量設計(株)
H18.11.15

福岡県 北九州市 H17.9.1 総合計画 １級 基準点   44点 福岡県　　北九州市建設局 村井測量設計(株)
H18.3.31 １級 水　準  158.3Km

１級 成果改算  27.7Km
福岡県 大牟田市 H18.3.23 河川計画 ４級 水　準  2.5Km 福岡県 (株)パスコ

H18.3.24 航空レーザ  
福岡県 豊前市 H18.3.23 河川計画 ４級 水　準  0.1Km 福岡県 (株)パスコ

H18.3.27 航空レーザ 9.4㎢

福岡県 築上町 H18.9.25
総合計画（3級基
準点移設）

２級 座標変換   1点
北九州国道事務所　行橋維
持出張所

(株)GIS九州

H18.10.23 ３級 基準点   1点

独立行政法人水資源機構
両筑平野用水総合事業所

福岡県土地改良事業団体
連合会

福岡国道事務所　久留米維
持出張所

大野城市月の浦西土地区
画整理共同施行

独立行政法人水資源機構
両筑平野用水総合事業所

独立行政法人都市再生機
構　九州支社　福岡東部開
発事務所

支線水路・導水路
管理

土地改良（遊農津
野地区神田換地
区）

福岡県土地改良事業団体
連合会

支線水路・導水路
管理
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福岡県 若松区 H18.10.16 道路台帳 ３級 基準点   9点 福岡県　　北九州市建設局 藤井測量登記事務所
八幡西区 H18.11.30

福岡県 北九州市 H17.11.15 総合計画 10000 カラー撮影 1060.5㎢ 福岡県　　北九州市 (株)パスコ
H18.3.31 10000 直接定位計 1060.5㎢

福岡県 八幡東区 H18.8.29 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 手嶋測量(有)
H18.11.30

福岡県 甘木市 H16.9.28 道路計画 ３級 基準点   17点 福岡県甘木土木事務所 (株)福山コンサルタント
H17.1.24 500 数値図化 0.3㎢

福岡県 前原市 H18.10.2 都市計画 ３級 基準点   14点 福岡県　企業局 大成ジオテック(株)
H18.10.30 ３級 水　準  6.0Km

5000 撮　影 2.9㎢
1000 数値図化 0.6㎢

福岡県 戸畑区 H18.10.10 道路台帳 ３級 基準点   7点 福岡県　　北九州市建設局 (株)宇都宮設計
小倉北区 H18.11.30

福岡県 八幡東区 H18.10.25 道路計画 ３級 基準点   2点 福岡県北九州市建設局 手嶋測量(有)
H18.11.30

福岡県 須恵町 H17.12.15
道路台帳（主要地
方道筑紫野・古賀
線）

２級 基準点   2点 福岡県　福岡土木事務所 大成ジオテック(株)

H18.3.20 ３級 基準点   8点
福岡県 古賀市 H17.12.15 ２級 基準点   2点 福岡県　福岡土木事務所 大成ジオテック(株)

H18.3.15 ３級 基準点   4点
福岡県 前原市 H18.4.14 道路計画 １級 基準点   2点 福岡県　前原土木事務所 九州測量設計(株)

H18.7.31 ２級 基準点   1点
３級 基準点   2点
４級 基準点   72点
500 平　板 0.2㎢

福岡県 筑前町 H18.7.26 水路管理 １級 基準点   9点 東洋技術(株)
H18.10.13 ３級 基準点   24点

３級 水　準  16.0Km
福岡県 朝倉市 H18.7.25 水路管理 １級 基準点   8点 大分技術開発(株)

筑前町 H18.10.12 ３級 基準点   20点
３級 水　準  20.0Km

福岡県 八幡西区 H18.11.20 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (株)第一調査設計
H19.1.31

福岡県  H17.12.14 治水計画 航空レーザ 5628.0㎢ 九州地方整備局 (株)パスコ
佐賀県  H18.3.30
熊本県  
大分県  
宮崎県  
福岡県 小倉南区 H18.9.5 道路用地 ３級 基準点   3点 福岡県　　北九州市建設局 (株)桐友

H18.11.30
福岡県 若松区 H18.11.10 総合計画 １級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本測研社

H18.12.31
福岡県 若松区 H18.12.11 １級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)西日本測研社

H19.1.31
福岡県 北九州市 H17.10.7 都市計画 10000 カラー撮影 485.6㎢ 福岡県　　北九州市 アジア航測(株)

H18.3.31 2500 数値図修正 72.7㎢

福岡県 若松区 H18.11.10 土地区画整理 ２級 基準点   1点
福岡県　　北九州市（建築
都市局学術・研究都市開発
事務所）

村井測量設計(株)

H19.3.29 ３級 基準点   2点

福岡県 北九州市 H16.5.6 土地区画整理 ３級 基準点   15点
北九州市上葛原第二土地
区画整理組合

村井測量設計(株)

H16.12.22 ４級 基準点   92点

福岡県 小倉南区 H17.7.25 土地区画整理 ３級 成果改算
 7.3Km   20

点
北九州市上葛原第二土地
区画整理組合

村井測量設計(株)

H17.8.31
福岡県 前原市 H18.9.19 宅地開発 ２級 座標変換   1点 福岡土地区画整理（株）

H19.3.31 ３級 座標変換   1点
２級 成果改算   3点
３級 成果改算   1点
３級 基準点   3点
４級 基準点   140点

福岡県 筑紫野市 H18.10.30 ほ場整備 ２級 基準点   6点 福岡県　福岡農林事務所
H18.11.30

福岡県 朝倉市 H18.12.20 総合計画 ２級 基準点   5点 福岡県　　朝倉市 国土建設測量設計（株）
H19.2.15

福岡県 門司区 H19.1.5 道路台帳 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (株)北九測量設計
H19.2.28

福岡県 小倉南区 H19.1.31 道路台帳 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局
(株)シヨウエー設計測量事
務所

H19.2.28

福岡県 大牟田市 H18.6.20
都市再生街区基本
調査（大牟田市第
１・２地区）

街区三角点 基準点 6.8㎢   23点
国土交通省土地・水資源局

国土調査課
(株)オービット

H19.1.17 街区多角点 基準点   165点
街区点 基準点   1400点

福岡県土地改良事業団体
連合会

独立行政法人水資源機構
両筑平野用水総合事業所

福岡県　前原市土地開発公
社

独立行政法人水資源機構
両筑平野用水総合事業所

道路台帳（一般県道
町川原・福岡線）

総合計画（１級基
準点改測）
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

福岡県 大牟田市 H18.6.20 街区三角点 基準点 9.2㎢   29点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課長

（株）テクノ

H19.1.22 街区多角点 基準点   179点 九州測量設計（株）
街区点 基準点   2100点

福岡県 大牟田市 H18.6.20 街区三角点 基準点 10.8㎢ 30点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

(株)怡土

H19.1.17 街区多角点 基準点   154点
街区点 基準点   1200点

福岡県 飯塚市 H18.6.20 街区三角点 基準点 2.0㎢   3点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

日本航測（株）

H18.11.20 街区多角点 基準点   64点 共和（株）
街区点 基準点   518点

福岡県 福智町 H18.6.20 街区三角点 基準点 0.4㎢   7点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

日本航測（株）

H18.11.20 街区多角点 基準点   19点 共和航業（株）
街区点 基準点   80点

福岡県 柳川市 H18.6.20 街区三角点 基準点 1.3㎢   6点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

大陸総合コンサルタント

H18.12.20 街区多角点 基準点   15点 大倉測量設計
街区点 基準点   225点 大高開発

福岡県 大川市 H18.6.20 街区三角点 基準点 2.4㎢  23点 大陸総合コンサルタント
H18.12.20 街区多角点 基準点   72点 大倉測量設計

街区点 基準点   514点 大高開発
福岡県 瀬高町 H18.6.20 街区三角点 基準点   14点 大陸総合コンサルタント

H18.12.20 街区多角点 基準点   37点 大倉測量設計
街区点 基準点   298点 大高開発

福岡県 古賀市 H18.6.20 街区三角点 基準点 4.8㎢  29点 大正測量設計(株)
H18.12.22 街区多角点 基準点   109点

街区点 基準点   558点
福岡県 新宮町 H18.6.20 街区三角点 基準点 2.3㎢   5点 大正測量設計(株)

H18.12.22 街区多角点 基準点   43点
街区点 基準点   467点

福岡県
北九州市小
倉北区 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.1㎢

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

サンコンサル・九州コンサ
ル・双建技術コンサル共
同企業体

H18.12.18

福岡県
北九州市八
幡東区 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.2㎢

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

サンコンサル・九州コンサ
ル・双建技術コンサル共
同企業体

H18.12.18

福岡県 福岡市東区 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.4㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

サンコンサル・九州コンサ
ル・双建技術コンサル共
同企業体

H18.12.18

福岡県
福岡市博多
区 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.1㎢

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

サンコンサル・九州コンサ
ル・双建技術コンサル共
同企業体

H18.12.18

福岡県 福岡市 H18.9.10 街区点 座標変換   9999点
土地・水資源局　　国土調
査課

国土地理院九州地方測量
部

H18.11.29 街区補助点 座標変換   9999点
福岡県 二丈町 H18.9.14 道路計画 ３級 基準点   3点 福岡国道事務所

H19.3.23 ３級 水　準  1.7Km
福岡県 小倉北区 H18.12.5 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 佐藤測量(株)

H18.12.31
福岡県 八幡西区 H19.1.12 道路台帳 ３級 基準点   2点 福岡県　　北九州市建設局 石橋開発(株)

H19.2.28
福岡県 小倉南区 H18.12.27 道路台帳 ３級 基準点   1点 福岡県　　北九州市建設局 (有)福島測量設計

H19.3.30
福岡県 久留米市 H18.1.11 河川管理 簡級 水　準  251.0Km 筑後川河川事務所 (株)パスコ

柳川市 H18.3.30 12500 カラー撮影 1663.0㎢
甘木市 12500 直接定位計   677点
八女市
筑後市
大川市
小郡市
うきは市
杷木町
朝倉町
大刀洗町
黒木町

佐賀県 佐賀市
鳥栖市
神埼町
千代田町
基山町
みやき町

大分県 日田市

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

都市再生街区基本
調査（古賀市第１
地区・第２地区）
都市再生街区基本
調査（新宮町第１
地区・第２地区）

その他（街区基本
調査）

(株)アジア建設コンサルタ
ント

都市再生街区基本
調査（福智町第１
地区・第２地区）

都市再生街区基本
調査（柳川市第１
地区・第２地区）

都市再生街区基本
調査（大川市第１
地区・第２地区）
都市再生街区基本
調査（瀬高町第１
地区・第２地区）

都市再生街区基本
調査（大牟田市第
３・４地区）

都市再生街区基本
調査（大牟田市第
５地区第６地区）

都市再生街区基本
調査（飯塚市第１
地区・第２地区）
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

佐賀県 佐賀市 H17.10.12 街区点 基準点 14.6㎢2100 土地・水資源局　国土調査 (株)親和建設コンサルタン
H18.1.10

佐賀県 鳥栖市 H17.10.28 土地区画整理 ２級 基準点   2点 佐賀県　　鳥栖市 (有)前田測量設計事務所
H17.12.20 ３級 基準点   4点

３級 水　準  9.0Km

佐賀県 佐賀市 H18.2.3 農地防災 ４級 基準点   23点
九州農政局　佐賀中部農地
防災事業所

日化エンジニアリング(株)

大和町 H18.3.15
佐賀県 鳥栖市 H17.7.22 道路計画 簡級 水　準  5.9Km 佐賀国道事務所 東亜建設技術(株)

H17.11.30 10000 カラー撮影 14.8㎢
1000 数値図化 4.0㎢

佐賀県 白石町 H18.1.27 総合計画 簡級 水　準  54.6Km 佐賀県　　白石町 国際航業(株)
H18.3.17 10000 カラー撮影 99.5㎢

25000 カラー撮影 99.5㎢
10000 直接定位計   304点
25000 直接定位計   53点

佐賀県 鳥栖市 H17.11.4 鉄道計画 簡級 水　準  14.0Km (株)パスコ
H18.3.3 4000 カラー撮影 3.4㎢

500 数値図化 0.5㎢
500 写測修正 0.3㎢
500 既成図数値 0.3㎢

佐賀県 佐賀市 H18.2.1 農地防災 ３級 基準点   13点
H18.3.28 ４級 基準点   15点

500 平　板 0.1㎢

佐賀県 佐賀市 H18.6.1 土地区画整理 ３級 基準点   2点
福岡土地区画整理株式会
社

H18.12.28 ４級 基準点   27点
３級 水　準  2.7Km
４級 水　準  2.1Km

佐賀県 武雄市 H17.10.21 道路台帳 500 数値図化 0.8㎢ 佐賀国道事務所 平和測量設計(株)
H18.3.24

佐賀県 鳥栖市 H18.7.31 ２級 基準点   5点 佐賀県　鳥栖土木事務所 第一総合技術(株)
H19.3.2 ３級 基準点   6点

佐賀県 佐賀市 H16.10.22
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   7点 佐賀国道事務所
国際技術コンサルタント
(株)

H17.2.9 九州技術開発(株)
(株)エスジー技術コンサル
タント

佐賀県 佐賀市 H18.10.25 土地改良 ２級 基準点   3点
九州農政局佐賀中部農地
防災事業所

国際技術コンサルタント
(株)

H19.2.16
佐賀県 有田町 H17.12.19 固定資産 簡級 水　準  45.0Km 佐賀県　　有田町 朝日航洋(株)

西有田町 H18.2.10 10000 カラー撮影 65.8㎢
10000 空　三   67Ｍ

佐賀県 鳥栖市 H18.1.27 固定資産 10000 カラー撮影 71.7㎢ 佐賀県　　鳥栖市 アジア航測(株)
H18.3.15 10000 直接定位計   66点

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 71.7㎢
佐賀県 久保田町 H18.10.6 土地改良 ４級 基準点   29点 新日本グラウト工業(株)

小城市 H19.1.18 500 平　板 0.3㎢
佐賀県 鳥栖市 H17.7.7 都市計画 2500 数値図化 71.7㎢ 佐賀県　　鳥栖市 朝日航洋(株)

H17.12.28
佐賀県 鳥栖市 H17.3.4 10000 カラー撮影 71.7㎢ 佐賀県　　鳥栖市 国際航業(株)

H17.3.31 簡級 水　準  53.0Km
10000 空　三   116Ｍ
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 71.7㎢

佐賀県 佐賀市 H17.12.5 固定資産 10000 カラー撮影 115.8㎢ 佐賀県　　佐賀市 朝日航洋(株)
H18.2.28

長崎県 島原市 H17.9.23
雲仙・普賢岳の植
生変化等調査

8000 撮　影 32.0㎢ 雲仙復興事務所 大成ジオテック(株)

小浜町 H17.11.30
深江町

長崎県 諌早市 H17.7.22 街区基本調査 ２級 基準点   12点 土地・水資源局　国土調査 (株)工藤測量設計
H18.2.13 街区三角点 基準点 7.5㎢   54点 (株)長崎測量

街区多角点 基準点   290点 (有)吉川土木コンサルタン
長崎県 諌早市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 7.5㎢ 2200点 土地・水資源局　国土調査 (株)工藤測量設計

H18.2.13 (株)長崎測量
(有)吉川土木コンサルタン

長崎県 長崎市 H17.10.12
街区基本調査（長
崎市第３地区）

街区点 基準点
42.2㎢9800

点
土地・水資源局　国土調査
課

(株)工藤測量設計

H18.3.30 (株)長崎測量
(有)吉川土木コンサルタン

長崎県 西海市 H17.11.30
道路計画（交通安
全施設等整備）

２級 座標変換   3点 長崎県　大瀬戸土木事務所 太洋技研(株)

H18.1.30 ３級 基準点   2点
長崎県 松浦市 H17.10.28 道路計画 １級 基準点   5点 長崎河川国道事務所 東亜建設技術(株)

H18.3.31 ２級 基準点   8点
３級 基準点   25点
３級 水　準  11.0Km

街区基本調査（佐
賀市第２地区）

九州農政局　佐賀中部農地
防災事業所

西日本総合コンサルタント
(株)

土地区画整理（流
通業務団地整備）

九州農政局佐賀中部農地
防災事業所

佐賀市巨勢町牛島下土地
区画整理組合　設立準備委
員会

独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構　鉄道
建設本部九州新幹線建設

固定資産（鳥栖市
全域）
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

長崎県 諌早市 H17.12.19 地盤変動調査 １級 水　準  15.4Km 長崎県　　諌早市 扇精光(株)
H18.3.31 ２級 水　準  28.4Km

長崎県 諌早市 H17.12.26 ダム計画 ３級 基準点   5点 長崎県　諌早土木事務所 太洋技研(株)
H18.1.31

長崎県 南串山町 H17.8.22 ２級 基準点   2点 長崎県　　南串山町
H17.9.30 ３級 基準点   3点

４級 基準点   14点
500 平　板 0.1㎢

長崎県 南串山町 H17.8.22
土地改良（妙見・
溜水）

２級 基準点   3点 長崎県　　南串山町
長崎県土地改良事業団体
連合会

H17.9.30 ４級 基準点   49点
500 平　板 0.1㎢

長崎県 南串山町 H17.8.22 土地改良（中ノ場） ２級 基準点   2点 長崎県　　南串山町
長崎県土地改良事業団体
連合会

H17.9.30 ４級 基準点   33点
500 平　板 0.1㎢

長崎県 佐世保市 H18.2.13 総合計画 １級 基準点   1点 長崎県　　佐世保市 (株)長崎地研
H18.3.15

長崎県 西海市 H18.1.15 港湾計画 ３級 基準点   2点 長崎県　大瀬戸土木事務所 太洋技研(株)
H18.1.31

長崎県 小佐々町 H17.12.28
総合計画（固定資
産）

簡級 水　準  36.0Km 長崎県　　佐世保市 (株)パスコ

H18.3.20 8000 カラー撮影 54.4㎢
8000 空　三   58Ｍ

長崎県 諌早市 H18.1.10 道路計画 1000 数値図修正 2.0㎢ 長崎河川国道事務所 朝日航洋(株)
雲仙市 H18.3.22

長崎県 川棚町 H17.3.18 ダム計画 4000 カラー撮影 4.5㎢ 長崎県　石木ダム建設事務 扇精光(株)
H17.12.27 簡級 水　準  12.5Km

500 数値図化 1.0㎢
長崎県 大村市 H17.9.22 下水道計画 ３級 水　準  19.0Km 長崎県　　大村市 アジア航測(株)

H18.3.17 8000 カラー撮影 8.5㎢
1000 数値図化 2.9㎢

長崎県 島原市 H17.12.14 道路計画 12500 カラー撮影 27.6㎢ 雲仙復興事務所 国際航業(株)
H18.3.3

長崎県 西海市 H18.3.16 河川計画 １級 基準点   2点 長崎県　大瀬戸土木事務所 扇精光(株)
H18.3.28 ２級 基準点   2点

長崎県 諌早市 H17.10.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 長崎県　　諌早市
H18.3.29 ３級 基準点   2点

４級 基準点   34点
500 平　板 0.1㎢

長崎県 諌早市 H17.9.1
街区基本調査に伴
う公共基準点改測
作業

２級 基準点   5点 長崎県　　諌早市 (株)工藤測量設計

H18.2.13 (株)長崎測量
(有)吉川土木コンサルタン

長崎県 佐世保市 H18.8.1
総合計画（基準点
移設）

１級 基準点   1点 長崎県　　佐世保市 （有）サン測量設計

H18.8.31

長崎県 長崎市 H16.10.22
都市再生街区基本
調査

３級 基準点   7点 長崎河川国道事務所 扇精光(株)

H17.2.16

長崎県 諌早市 H17.10.25 ほ場整備 ２級 基準点   3点
長崎県　諌早市飯盛北部土
地改良区

長崎県土地改良事業団体
連合会

H18.2.6 ３級 基準点   9点
４級 基準点 0.2㎢
500 平　板 0.2㎢

長崎県 長崎市 H16.11.29 砂防計画 2500 数値図化 7.1㎢ 長崎県長崎土木事務所 東亜建設技術(株)
H17.2.28 2500 写真図 7.1㎢

長崎県 諌早市 H17.11.15 総合計画 10000 カラー撮影 320.0㎢ 長崎県　　諌早市 アジア航測(株)
H18.3.20 10000 直接定位計   950点

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 320.0㎢
長崎県 松浦市 H18.3.13 海岸保全 簡級 水　準  8.5Km 長崎県　田平土木事務所 扇精光(株)

H18.3.30 10000 カラー撮影 8.5㎢
1000 数値図化 0.3㎢

長崎県 長崎市 H16.10.22
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   6点
長崎県　長崎土木事務所長
崎港湾漁港事務所

(株)工藤測量設計

H17.3.30 (株)長崎測量
(有)吉川土木コンサルタン
扇精光(株)

長崎県 諌早市 H18.1.27 下水道計画 ４級 水　準  10.5Km 長崎県　　諌早市 大成ジオテック(株)
H18.3.30 5000 カラー撮影 7.7㎢

500 数値図化 1.1㎢
長崎県 宇久町 H18.3.31 総合計画 10000 カラー撮影 26.4㎢ 長崎県　　佐世保市 (株)パスコ

H18.5.31 10000 直接定位計   53点
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 26.4㎢

長崎県 北有馬町 H17.8.17 畑地帯総合整備 ３級 水　準  20.6Km 長崎県　島原振興局 アジア航測(株)
H17.11.14 8000 カラー撮影 5.4㎢

1000 数値図化 0.5㎢

長崎県土地改良事業団体
連合会

長崎県土地改良事業団体
連合会

ほ場整備（椎ノ木
川）
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

長崎県 諌早市 H17.12.14 ダム計画 8000 カラー撮影 25.0㎢ 長崎河川国道事務所 東亜建設技術(株)
大村市 H18.3.20 1000 写測修正 3.2㎢

1000 既成図数値 7.2㎢
1000 数値図化 1.4㎢
8000 空　三   4Ｍ
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.6㎢

長崎県 長崎市 H16.11.24 砂防基盤地図作成 2500 数値図化 8.4㎢ 長崎県　長崎土木事務所 アジア航測(株)
H17.3.20 2500 写真図 8.4㎢

長崎県 佐世保市 H18.6.20 街区三角点 基準点 10.3㎢ 35点 九州オリエント測量設計
H19.1.22 街区多角点 基準点   167点

街区点 基準点   2400点
長崎県 佐世保市 H18.6.20 街区三角点 基準点 9.5㎢ 56点 (株)新世コンソーシアム

H19.1.30 街区多角点 基準点   279点
街区点 基準点   2800点

長崎県 佐世保市 H18.6.20 街区三角点 基準点   32点 (株)ウエスコ
H19.1.15 街区多角点 基準点   154点

街区点 基準点   2100点
長崎県 島原市 H18.6.19 街区三角点 基準点 5.6㎢  11点 太洋技研(株)

H18.10.27 街区多角点 基準点   124点 (株)上田測量設計
街区点 基準点   1615点 光栄測量(株)

長崎県 対馬市 H18.6.19 街区多角点 基準点 0.8㎢ 17点 太洋技研(株)
H18.12.25 街区点 基準点   168点 (株)上田測量設計

光栄測量(株)
長崎県 五島市 H18.6.19 街区三角点 基準点 2.9㎢  16点 太洋技研(株)

H18.12.25 街区多角点 基準点   59点 (株)上田測量設計
街区点 基準点   562点 光栄測量(株)

長崎県 長崎市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 1.9㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

サンコンサル・九州コンサ
ル・双建技術コンサル共
同企業体

H19.1.23
熊本県 益城町 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 3.7㎢  21点 土地・水資源局　国土調査 (株)工藤測量設計

H18.2.13 街区多角点 基準点   100点 (株)長崎測量
(有)吉川土木コンサルタン

熊本県 益城町 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点   600点 土地・水資源局　国土調査 (株)工藤測量設計
H18.2.13 (株)長崎測量

(有)吉川土木コンサルタン
熊本県 熊本市 H17.10.12 街区点 基準点 33.1㎢6100 土地・水資源局　国土調査 (株)荒谷建設コンサルタン

H18.2.1
熊本県 熊本市 H17.10.12 街区点 基準点 土地・水資源局　国土調査 (株)十八測量設計

H18.1.23

熊本県 八代市 H17.10.11 街区点 基準点
土地・水資源局　国土調査
課

福高総合技術コンサルタ
ント(株)

H18.1.13 九州中央測量(株)
熊本県 荒尾市 H17.10.11 地盤変動調査 １級 水　準  28.2Km 熊本県　　荒尾市 (株)橋本測地設計事務所

H18.3.15
熊本県 八代市 H17.12.6 土地区画整理 ３級 水　準  4.8Km  8点 熊本県　　八代市 (株)水野建設コンサルタン

H18.3.20 500 平　板 0.1㎢
熊本県 城南町 H17.11.16 道路台帳 ２級 基準点   8点 熊本県　　城南町 国際航業(株)

H18.3.31
熊本県 玉名市 H17.11.21 土地区画整理 ３級 基準点   5点 (株)橋本測地設計事務所

H18.3.31 ４級 基準点   30点
500 平　板 0.1㎢

熊本県 宇城市 H17.11.1 砂防計画 10000 座標変換   49点 熊本県　宇城地域振興局 玉野総合コンサルタント
H18.3.20 2500 数値図化 5.3㎢

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5.3㎢
熊本県 熊本市 H17.11.18 河川管理 ３級 水　準  14.2Km 熊本河川国道事務所 大和コンサル(株)

宇土市 H18.3.24
城南町
富合町

熊本県 宇土市 H18.2.16 河川管理 ３級 水　準  12.2Km 熊本河川国道事務所 第一復建(株)
富合町 H18.3.24
御船町
嘉島町

熊本県 城南町 H18.2.16 河川管理 ３級 水　準  16.4Km 熊本河川国道事務所 西日本測量設計(株)
御船町 H18.3.24
嘉島町
甲佐町
美里町

熊本県 大津町 H18.1.10 道路計画 簡級 水　準  4.0Km 熊本河川国道事務所 アジア航測(株)
H18.2.28 4000 空　三   7Ｍ

1000 数値図化 0.6㎢
熊本県 熊本市 H17.7.28 道路台帳 ４級 基準点   235点 熊本県　　熊本市 旭測量設計(株)

H18.3.15
熊本県 城南町 H15.1.24 都市計画 簡級 水　準  45.0Km 熊本県　　城南町 国際航業(株)

H15.3.31 10000 カラー撮影 36.9㎢
2500 数値図化 36.9㎢

熊本県 高森町 H18.2.28 用地測量 ２級 基準点   3点 応用地質(株)
H18.3.27

都市再生街区基本
調査（五島市第１
地区・第２地区）

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

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

熊本県　岱明町下河原土地
区画整理組合

街区基本調査（熊
本市第４地区）
街区基本調査（熊
本市第５地区）
街区基本調査（八
代市第２地区）

都市再生街区基本
調査（佐世保市第
１地区・第２地区）
都市再生街区基本
調査（佐世保市第
３地区・第４地区）
都市再生街区基本
調査（佐世保市第
５地区・第６地区）
都市再生街区基本
調査（島原市第１
地区・第２地区）
都市再生街区基本
調査（対馬市第１
地区・第２地区）

27.3㎢
6100点
19.0㎢

2400点

環境省九州地方環境事務
所　国立公園・保全整備課
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

熊本県 小国町 H18.7.10 土地改良 ２級 成果改算   5点
独立行政法人緑資源機構
九州整備局（阿蘇小国郷建
設事業所）

(株)技術開発コンサルタン

ト
H18.7.21 ３級 成果改算   9点

熊本県 八代市 H16.9.27 １級 座標変換   18点 熊本県　　八代市 (株)第一コンサルタント
H17.2.21 ２級 座標変換   11点 (株)スペック

熊本県 山鹿市 H17.9.30 砂防計画 2500 数値図化 0.2㎢ 熊本県　鹿本地域振興局 東亜建設技術(株)
H18.2.28 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 0.2㎢

熊本県 熊本市 H18.2.27 道路計画 標定点 基準点   16点 熊本河川国道事務所 朝日航洋(株)
荒尾市 H18.3.20 簡級 水　準  59.0Km
玉名市
長洲町

熊本県 人吉市 H17.11.28 かんがい排水事業 20000 カラー撮影 317.2㎢ 大成ジオテック(株)
錦町 H18.3.7 5000 写測修正 139.5㎢
多良木町 5000 座標変換 139.5㎢
相良村
山江村
あさぎり町

熊本県 小国町 H17.8.17 土地改良 ２級 基準点   8点
H18.3.20 ３級 基準点   3点

熊本県 竜北町 H16.3.16 河川計画 10000 カラー撮影 730.0㎢ 熊本県 アジア航測(株)
鏡町 H16.3.24 4000 カラー撮影 1.2㎢
泉村 ４級 水　準  4.2Km
東陽村 500 数値図化 0.1㎢
宮原町
千丁町
八代市
坂本村
山江村
小川町

熊本県 宇城市 H18.2.17 下水道計画 簡級 水　準  13.0Km 熊本県　　宇城市（小川支 大成ジオテック(株)
H18.3.31 5000 カラー撮影 1.5㎢

500 数値図化 0.5㎢
500 既成図数値 0.3㎢

熊本県 熊本市 H17.12.15 固定資産 4000 カラー撮影 266.3㎢ 熊本県　　熊本市 朝日航洋(株)
H18.2.15

熊本県 山鹿市 H18.8.30 総合計画 ２級 基準点   1点 熊本県　　山鹿市 東亜建設技術(株)
H18.12.26 ３級 基準点   14点

熊本県 阿蘇市 H17.10.24 総合計画 10000 カラー撮影 607.4㎢ 熊本県　　阿蘇市 (株)パスコ
H18.3.31 10000 直接定位計 607.4㎢

熊本県 菊池市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（菊池市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 0.5㎢   7点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 (株)有明測量開発社

H18.11.27 街区多角点 基準点   24点
街区点 基準点   62点

熊本県 天草市 H18.6.19 街区三角点 基準点 1.5㎢   11点 (株)有明測量開発社
H18.11.27 街区多角点 基準点   55点

街区点 基準点   100点
熊本県 熊本市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.8㎢ 株式会社光進測量社

H19.1.30
熊本県 熊本市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.8㎢ 東和測量設計株式会社

H19.1.30
大分県 竹田市 H17.9.15 道路計画 1000 数値図化 1.2㎢ 佐伯河川国道事務所 (株)パスコ

豊後大野市 H17.11.30
大分県 中津市 H17.7.22 街区基本調査 ２級 基準点   8点 土地・水資源局　国土調査 日進測量設計(株)

H18.1.10 ３級 座標変換   26点 ダイエーコンサルタント
街区三角点 基準点 6.4㎢ 46点
街区多角点 基準点   154点

大分県 中津市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 6.4㎢2300点 土地・水資源局　国土調査 日進測量設計(株)
H18.1.10 ダイエーコンサルタント

大分県 佐伯市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 7.1㎢  38点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン
H18.2.6 街区多角点 基準点   106点 協同エンジニアリング(株)

松本技術コンサルタント
大分県 佐伯市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 7.1㎢1100点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン

H18.2.6 協同エンジニアリング(株)
松本技術コンサルタント

大分県 臼杵市 H17.7.1 街区基本調査 街区三角点 基準点 3.4㎢ 23点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン
H18.2.6 街区多角点 基準点   113点 協同エンジニアリング(株)

松本技術コンサルタント
大分県 臼杵市 H17.7.1 街区基本調査 街区点 基準点 3.4㎢900点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン

H18.2.6 協同エンジニアリング(株)
松本技術コンサルタント

大分県 津久見市 H17.7.22 街区基本調査 街区三角点 基準点 1.8㎢   24点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン
H18.2.6 街区多角点 基準点   48点 協同エンジニアリング(株)

松本技術コンサルタント
大分県 津久見市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 1.8㎢500点 土地・水資源局　国土調査 (株)佐藤設計コンサルタン

H18.2.6 協同エンジニアリング(株)
松本技術コンサルタント

都市再生街区基本
調査（天草市第１
地区・第２地区）

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

農林水産省九州農政局川
辺川農業水利事業所

独立行政法人緑資源機構
九州整備局

熊本県土地改良事業団体
連合会

国土交通省土地・水資源局
国土調査課

都市再生街区基本
調査
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

大分県 大分市 H17.10.11
街区基本調査（大
分市第３地区）

街区点 基準点
38.1㎢9999

点
土地・水資源局　国土調査
課

九建設計(株)

H18.3.30

大分県 別府市 H17.10.11
街区基本調査（別
府市第２地区）

街区点 基準点
18.5㎢3300

点
土地・水資源局　国土調査
課

大分技術開発(株)

H18.1.12

大分県 宇佐市 H17.11.19 道路計画 ３級 基準点   5点
大分河川国道事務所　中津
維持出張所

ダイエーコンサルタント
(株)

H18.3.15

大分県 佐伯市 H17.6.27 道路計画 ２級 基準点   20点
日本道路公団九州支社　延
岡工事事務所

中日本航空(株)

宮崎県 延岡市 H17.12.3 ３級 水　準  8.2Km
北浦町 路　線  6.9Km

大分県 九重町 H17.11.22 砂防計画 2500 数値図化 34.2㎢ 大分県（玖珠土木事務所） (株)パスコ
H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 34.2㎢

大分県 豊後高田市 H17.12.16 砂防計画 2500 数値図化 8.9㎢ 大分県（高田土木事務所） 中日本航空(株)
H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 44.4㎢

大分県 別府市 H18.3.22 護岸補修 ３級 基準点   6点 大分県　別府土木事務所 (株)ツツミ技研
H18.6.30 ４級 基準点   82点

500 平　板 0.2㎢
大分県 豊後大野市 H17.9.30 砂防計画 2500 数値図化 11.8㎢ 大分県（三重土木事務所） アジア航測(株)

H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 11.8㎢
大分県 豊後高田市 H17.12.26 河川計画 2500 数値図化 4.0㎢ 大分県　高田土木事務所 大成ジオテック(株)

H18.2.23

大分県 中津市 H17.9.1
街区基本調査に伴
う公共基準点の改
測・座標変換

２級 基準点   7点 大分県　　中津市 日進測量設計(株)

H18.1.10 ３級 座標変換   30点 ダイエーコンサルタント
大分県 山香町 H18.2.23 道路計画 4000 カラー撮影 13.0㎢ 大分河川国道事務所 国際航業(株)

H18.3.31
大分県 中津市 H18.1.27 道路計画 簡級 水　準  56.0Km 大分河川国道事務所 東武計画(株)

H18.3.31 10000 カラー撮影 22.0㎢
2500 数値図化 22.0㎢

大分県 日田市 H18.1.27 下水道計画 500 数値図化 0.4㎢ 大分県　　日田市 東亜建設技術(株)
H18.3.28 500 平板・修正 0.4㎢

500 既成図数値 0.4㎢
大分県 佐伯市 H17.8.1 10000 カラー撮影 1176.4㎢ 大分県　　佐伯市 (株)パスコ

H18.3.31 10000 直接定位計 1176.4㎢
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 903.0㎢

大分県 竹田市 H18.9.19 道路計画 １級 基準点   1点 大分河川国道事務所 東洋技術(株)
H18.10.22

大分県 佐伯市 H18.8.1 道路計画 ２級 基準点   2点 佐伯河川国道事務所 (株)福山コンサルタント
H18.9.30 ３級 基準点   3点

大分県 大分市 H18.6.19 街区三角点 基準点 5.2㎢   2点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

西日本コンサルタント(株)

H18.10.30 街区多角点 基準点   128点
街区点 基準点 9.0㎢2492点

大分県 大分市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.3㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

冨士・テクノ・上村経常共
同企業体

H19.1.17

大分県 別府市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.3㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

冨士・テクノ・上村経常共
同企業体

H19.1.17

大分県 中津市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.6㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

冨士・テクノ・上村経常共
同企業体

H19.1.17

大分県 佐伯市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 0.3㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

冨士・テクノ・上村経常共
同企業体

H19.1.17
大分県 大分市 H17.5.17 総合計画 10000 カラー撮影 652.5㎢ 大分県　　大分市 (株)パスコ

H18.6.30 10000 直接定位計   487点
1000 数値図化 111.1㎢
2500 数値図化 111.1㎢
1000 数値図修正 29.0㎢
2500 数値図修正 29.0㎢

大分県 日田市 H18.12.26 宅地開発 ２級 基準点   4点 東亜建設技術(株)
H19.3.20 ３級 基準点   6点

500 平　板 0.5㎢

宮崎県 延岡市 H17.6.21 道路計画 ２級 基準点   17点
日本道路公団九州支社　延

岡工事事務所

(株)横浜コンサルテングセ

ンター

H17.11.23

北川町 ３級 水　準  8.2Km
路　線  6.7Km

宮崎県 日南市 H17.8.15 道路計画 ２級 基準点   4点
日本道路公団　宮崎工事事
務所

(株)日建技術コンサルタン
ト

北郷町 H17.12.12 ３級 水　準  2.4Km

総合計画（固定資
産調査）

都市再生街区基本
調査（大分市第４
地区・第５地区）

大分県　日田市土地開発公
社
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宮崎県 北郷町 H17.8.1
道路計画（大藤地
区）

２級 基準点   5点
日本道路公団　宮崎工事事
務所

正和設計(株)

H17.10.31 ３級 水　準  2.5Km

宮崎県 北郷町 H17.8.10
道路計画（郷ノ原
地区）

２級 座標変換   1点
日本道路公団　宮崎工事事
務所

日本建設コンサルタント
(株)

H17.10.31 ２級 基準点   4点
４級 基準点  2.0Km
３級 水　準  2.0Km

宮崎県 延岡市 H17.7.25 街区基本調査 街区三角点 基準点 16.3㎢ 96点 土地・水資源局　国土調査 太陽技術コンサルタント
H18.2.6 街区多角点 基準点   285点

宮崎県 延岡市 H17.7.25 街区基本調査 街区点 基準点 16.3㎢3600 土地・水資源局　国土調査 太陽技術コンサルタント
H18.2.6

宮崎県 都城市 H17.7.1 街区基本調査 ２級 基準点   3点 土地・水資源局　国土調査 朝日航洋(株)
H18.3.31 街区三角点 基準点 10.9㎢ 45点

街区多角点 基準点   187点
宮崎県 都城市 H17.7.1 街区基本調査 街区点 基準点 土地・水資源局　国土調査 朝日航洋(株)

H18.3.31
宮崎県 日向市 H17.7.22 街区基本調査 ３級 基準点   4点 土地・水資源局　国土調査 朝日航洋(株)

H18.1.23 街区三角点 基準点 3.0㎢  18点
街区多角点 基準点   69点

宮崎県 日向市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 3.0㎢ 700点 土地・水資源局　国土調査 朝日航洋(株)
H18.1.23

宮崎県 宮崎市 H17.10.11
街区基本調査（宮
崎市第２地区）

街区点 基準点
33.8㎢5700

点
土地・水資源局　国土調査
課

日測コンサルタント（株）

H18.3.30

宮崎県 高城町 H17.12.20 道路台帳 ２級 座標変換   2点
宮崎河川国道事務所都城
国道維持出張所

正栄技術コンサルタント
(株)

高岡町 H18.3.1 ２級 基準点   7点
３級 基準点   12点

宮崎県 川南町 H18.1.20 ダム計画 １級 基準点   2点
九州農政局　尾鈴農業水利
事業所

大成ジオテック(株)

H18.3.15
宮崎県 新富町 H17.11.28 固定資産 8000 カラー撮影 61.7㎢ 宮崎県　　新富町 朝日航洋(株)

H18.1.31

宮崎県 宮崎市 H17.7.30 下水道計画 5000 座標変換   7点
宮崎県　　宮崎市上下水道
事業管理者

玉野総合コンサルタント
(株)

H18.2.28 500 数値図化 1.3㎢
宮崎県 宮崎市 H17.11.28 道路台帳 ２級 基準点   8点

H18.3.1 ３級 基準点   11点
４級 基準点   56点
500 平　板 0.3㎢

宮崎県 宮崎市 H17.12.17 道路計画 12500 カラー撮影 143.3㎢ 宮崎河川国道事務所 大成ジオテック(株)
日南市 H18.3.24
清武町
北郷町

宮崎県 日南市 H17.5.16
土地改良（酒谷地
区つづら八重換地
区）

２級 基準点   2点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 えびの市 H17.5.16
土地改良（東川北
地区2換地区）

２級 基準点   1点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 野尻町 H17.5.16
土地改良（佐土原
八所地区）

２級 基準点   8点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 野尻町 H17.5.16
土地改良（紙屋第
二地区花立原換地
区）

２級 基準点   2点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 日南市 H17.5.16 ２級 基準点   2点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 高崎町 H17.5.16
土地改良（高崎地
区木下換地区）

２級 基準点   2点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 清武町 H17.5.16
土地改良（船引地
区）

２級 基準点   10点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 都城市 H17.5.16
土地改良（横市地
区横市・南横市・
簑原換地区）

２級 基準点   7点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31

宮崎県 都城市 H17.5.16
土地改良（横市地
区志比田・源野換
地区）

２級 基準点   7点 宮崎県
宮崎県土地改良事業団体
連合会

H18.3.31
宮崎県 えびの市 H18.1.23 土地改良 ２級 成果改算   14点 宮崎県

H18.3.31

土地改良（酒谷地
区川辺ヶ野換地
区）

10.9㎢
3400点

宮崎河川国道事務所　宮崎
維持出張所

(株)西田技術開発コンサ
ルタント

宮崎県土地改良事業団体
連合会
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宮崎県 門川町 H18.2.22 土地区画整理 ２級 基準点   3点
H18.6.30 ３級 基準点   3点

４級 基準点   40点
宮崎県 日向市 H17.9.1 街区基本調査 ３級 基準点   4点 宮崎県　　日向市 朝日航洋(株)

H18.1.23

宮崎県 都城市 H17.9.20
街区基本調査に伴
う改測

２級 基準点   2点 宮崎県　　都城市 朝日航洋(株)

H18.1.23
宮崎県 宮崎市 H17.11.11 公園墓地計画 ３級 水　準  4.5Km 3点 宮崎県　　宮崎市 玉野総合コンサルタント

H18.3.24 4000 撮　影 1.1㎢
500 数値図化 0.3㎢

宮崎県 宮崎市 H18.10.2 道路計画 ３級 基準点   4点 宮崎県　　宮崎市 中村測建(株)
H18.11.30

宮崎県 日向市 H16.12.22 砂防事業 簡級 水　準  320.0Km 宮崎県　日向土木事務所 国際航業(株)
西郷村 H16.12.29 8000 空　三   2146Ｍ
椎葉村
南郷村
東郷町
都農町
木城町
西都市
西米良村

宮崎県 宮崎市 H16.3.4 砂防計画 10000 空　三   456Ｍ 宮崎県　　宮崎土木事務所 太平洋航業(株)
国富町 H16.3.25
高岡町
田野町

宮崎県 宮崎市 H16.3.15 砂防計画 2500 数値図化 14.5㎢ 宮崎県　　宮崎土木事務所 (株)パスコ
H16.6.30 2500 写真図 0.3㎢

宮崎県 都城市 H17.11.1 砂防計画 2500 数値図化 5.6㎢ 宮崎県　都城土木事務所 (株)パスコ
H18.7.14 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5.6㎢

宮崎県 日南市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（日南市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 2.2㎢  22点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 九州工営(株)

H18.12.14 街区多角点 基準点   75点
街区点 基準点   365点

宮崎県 清武町 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（清武町第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 2.0㎢ 8点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 九州工営(株)

H18.12.14 街区多角点 基準点   49点
街区点 基準点   790点

宮崎県 小林市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（小林市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 2.9㎢ 19点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 日測コンサルタント（株）

H18.12.21 街区多角点 基準点   69点
街区点 基準点   250点

宮崎県 西都市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（西都市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 0.4㎢ 6点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 日測コンサルタント（株）

H18.12.21 街区多角点 基準点   14点
街区点 基準点   120点

宮崎県 高鍋町 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（高鍋町第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 2.3㎢  18点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 日測コンサルタント（株）

H18.12.21 街区多角点 基準点   59点
街区点 基準点   487点

宮崎県 延岡市 H17.11.7 砂防計画 2500 数値図化 3.1㎢ 宮崎県　延岡土木事務所 (株)ウエスコ
北方町 H18.3.24 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 3.1㎢
北川町
北浦町

宮崎県 都城市 H18.7.18 道路計画 ２級 基準点   18点 宮崎河川国道事務所 (株)福山コンサルタント
H19.3.10 ３級 基準点   21点

３級 成果改算  18.3Km
鹿児島県 鹿児島市 H17.6.10 土地区画整理 ２級 座標変換   2点 鹿児島県　鹿児島市 玉野総合コンサルタント

H17.10.31 500 座標変換 1.0㎢  10点
5000 カラー撮影 1.4㎢
500 既成図数値 1.0㎢
500 数値図化 0.4㎢

鹿児島県 牧園町 H17.8.5
土地改良（第３換
地区）

２級 座標変換   6点
鹿児島県　加治木耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.15 ２級 基準点   3点
３級 基準点   3点
４級 基準点   8点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 霧島町 H17.8.5
土地改良（第４換
地区）

２級 基準点   4点
鹿児島県　加治木耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.15 ３級 基準点   4点
４級 基準点   6点

1000 平　板 0.1㎢

門川町加草深迫土地区画
整理事業準備組合

(株)新産測量設計コンサ
ルタント
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

鹿児島県 薩摩川内市 H17.12.22 土地改良 ２級 基準点   3点 鹿児島県　川薩耕地事務所
H18.3.3 ３級 基準点   4点

４級 基準点   19点
1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 鹿屋市 H17.7.22 街区基本調査 ２級 基準点   7点 土地・水資源局　国土調査 大福コンサルタント(株)
H17.11.28 街区三角点 基準点 1.4㎢ 30点

街区多角点 基準点   73点
鹿児島県 鹿屋市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 1.4㎢ 500点 土地・水資源局　国土調査 大福コンサルタント(株)

H17.11.28
鹿児島県 薩摩川内市 H17.7.22 街区基本調査 ２級 基準点   4点 土地・水資源局　国土調査 大福コンサルタント(株)

H17.11.28 街区多角点 基準点 2.0㎢ 32点
鹿児島県 薩摩川内市 H17.7.22 街区基本調査 街区点 基準点 2.0㎢ 500点 土地・水資源局　国土調査 大福コンサルタント(株)

H17.11.28

鹿児島県 鹿児島市 H17.10.11
街区基本調査（鹿
児島市第４地区）

街区点 基準点
25.0㎢3900

点
土地・水資源局　国土調査
課

(株)建設技術コンサルタン
ツ

H18.1.19
(株)新日本技術コンサルタ
ント

鹿児島県 鹿屋市 H17.9.15 街区基本調査 ２級 基準点   7点 鹿児島県　鹿屋市 大福コンサルタント(株)
H17.11.28

鹿児島県 薩摩川内市 H17.9.1 ２級 座標変換   4点 鹿児島県　　薩摩川内市 大福コンサルタント(株)
H17.11.28

鹿児島県 長島町 H17.11.28 土地改良 ２級 座標変換   8点 鹿児島県　出水耕地事務所
H18.3.24 ２級 基準点   14点

３級 基準点   18点
４級 基準点 0.7㎢ 53点

1000 平　板 0.7㎢
鹿児島県 阿久根市 H18.1.5 道路計画 ２級 基準点   19点 鹿児島国道事務所 (株)大進

薩摩川内市 H18.3.15 ３級 基準点   16点
野田町 ３級 水　準  16.4Km

鹿児島県 薩摩川内市 H17.9.10 道路計画 2500 数値図化 3.3㎢ (株)千代田コンサルタント
H17.12.31

鹿児島県 阿久根市 H17.9.7 道路管理 1000 既成図数値 14.4㎢ 鹿児島国道事務所 (株)パスコ
出水市 H18.2.10
薩摩川内市

鹿児島県 肝付町 H17.10.11 ほ場整備 簡級 水　準  2.6Km 鹿児島県　鹿屋耕地事務所 玉野総合コンサルタント
H17.11.15 10000 空　三   6Ｍ

1000 数値図化 0.5㎢
鹿児島県 吾平町 H17.11.10 畑地帯総合整備 簡級 水　準  3.7Km 鹿児島県　鹿屋耕地事務所 大成ジオテック(株)

H18.1.4 10000 空　三   2Ｍ
1000 数値図化 0.5㎢

鹿児島県 横川町 H17.11.7 土地改良 簡級 水　準  10.0Km
鹿児島県　加治木耕地事務
所

大成ジオテック(株)

H17.12.16 10000 空　三   53Ｍ
1000 数値図化 0.3㎢

鹿児島県 伊仙町 H17.11.10 土地改良 1000 数値図化 0.7㎢
鹿児島県　大島支庁徳之島
事務所

国際航業(株)

H17.12.21
鹿児島県 鹿児島市 H17.12.20 固定資産 5000 カラー撮影 147.5㎢ 鹿児島県　鹿児島市 (株)パスコ

H18.1.13 10000 カラー撮影 218.1㎢

鹿児島県 鹿児島市 H17.6.28 土地改良 ２級 基準点   1点 鹿児島県　鹿児島市
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.17 ３級 基準点   1点
４級 基準点 0.1㎢

鹿児島県 金峰町 H17.9.5
土地改良（金峰地
区第２換地区）

２級 基準点   2点
鹿児島県　伊集院耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.24 ３級 基準点   3点
４級 基準点   8点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 瀬戸内町 H17.12.16 土地改良 ２級 基準点   1点 鹿児島県　大島支庁
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.17 ３級 基準点   3点
４級 基準点 0.1㎢   2点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 笠利町 H18.2.6 土地改良 ２級 基準点   2点 鹿児島県　大島支庁
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.27 ３級 基準点   1点
３級 基準点 0.1㎢  4点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 瀬戸内町 H18.2.6 土地改良 ２級 基準点   2点 鹿児島県　大島支庁
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.24 ３級 基準点   1点
４級 基準点 0.1㎢  3点

1000 平　板 0.1㎢
鹿児島県 姶良町 H17.8.18 固定資産評価 10000 カラー撮影 64.0㎢ 鹿児島県　姶良町 大成ジオテック(株)

H18.3.31
鹿児島県 徳之島町 H17.9.1 管水路計画 ２級 座標変換   31点 (株)興洋

H17.12.9 ３級 基準点   2点
４級 基準点   95点

街区基本調査に伴
う座標変換

九州農政局徳之島用水農
業水利事業所

鹿児島県　川内土木事務所
甑島土木出張所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

鹿児島県土地改良事業団
体連合会
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鹿児島県 輝北町 H17.10.17 ２級 基準点   16点 鹿児島県　大隅耕地事務所
H18.3.20 ３級 基準点   26点

４級 基準点   73点
1000 平　板 1.0㎢

鹿児島県 松山町 H17.10.17 ２級 座標変換   2点 鹿児島県　大隅耕地事務所
H18.3.20 ２級 基準点   4点

３級 基準点   5点
４級 基準点   14点

1000 平　板 0.2㎢
鹿児島県 松山町 H17.10.17 ２級 基準点   5点 鹿児島県　大隅耕地事務所

H18.3.20 ３級 基準点   4点
４級 基準点   11点

1000 平　板 0.1㎢
鹿児島県 徳之島町 H17.8.11 砂防計画 2500 数値図化 20.6㎢ 鹿児島県 朝日航洋(株)

天城町 H18.3.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 20.6㎢
伊仙町

鹿児島県 根占町 H17.7.27 土地改良 ２級 座標変換   2点 鹿児島県　鹿屋耕地事務所
H18.3.27 ２級 基準点   8点

３級 基準点   10点
４級 基準点   11点

1000 平　板 0.1㎢
鹿児島県 高山町 H17.8.8 ４級 基準点 0.6㎢   46点 鹿児島県　鹿屋耕地事務所

H18.3.27
鹿児島県 天城町 H17.9.1 ２級 座標変換   4点

H18.3.22 ２級 基準点   3点
３級 基準点   5点
４級 基準点   14点

1000 平　板 0.2㎢

鹿児島県 伊仙町 H17.9.1
土地改良（三崎地
区）

２級 基準点   1点
鹿児島県大島支庁　徳之島
事務所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.22 ３級 基準点   2点
４級 基準点   2点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 伊仙町 H17.9.1
土地改良（目手久
地区第３換地区）

２級 基準点   6点
鹿児島県　大島支庁徳之島
事務所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.22 ３級 基準点   12点
４級 基準点   31点

1000 平　板 0.4㎢

鹿児島県 根占町 H17.10.3
土地改良（第２換
地区）

２級 基準点   5点 鹿児島県　鹿屋耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.27 ３級 基準点   6点
４級 基準点   15点

1000 平　板 0.2㎢

鹿児島県 佐多町 H17.10.3
土地改良（第５換
地区）

２級 基準点   4点 鹿児島県　鹿屋耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.27 ３級 基準点   4点
４級 基準点   9点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 佐多町 H17.11.7 土地改良 ２級 基準点   5点 鹿児島県　鹿屋耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.27 ３級 基準点   6点
４級 基準点 0.1㎢

1000 平　板 0.1㎢
鹿児島県 鹿児島市 H17.11.14 土地改良 ２級 座標変換   9点

H18.3.24 ２級 基準点   9点
３級 基準点   9点
４級 基準点   40点
500 平　板 0.3㎢

鹿児島県 天城町 H17.8.1 ２級 座標変換   1点
H17.12.31 ２級 基準点   5点

４級 基準点   59点
鹿児島県 さつま町 H18.1.10 ダム管理 １級 基準点   18点 鶴田ダム管理所 三州技術コンサルタント

H18.3.20 ２級 基準点   4点
３級 水　準  25.0Km

鹿児島県 知名町 H17.9.7
土地改良（第２知
名西部地区第１換
地区）

２級 基準点   6点
鹿児島県　大島支庁沖永良

部事務所

鹿児島県土地改良事業団

体連合会
H18.3.22 ３級 基準点   24点

４級 基準点   70点
1000 平　板 0.8㎢

鹿児島県 知名町 H17.9.7 ２級 基準点   2点
鹿児島県　大島支庁沖永良
部事務所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.22 ３級 基準点   11点
４級 基準点   33点

1000 平　板 0.4㎢
鹿児島県 西之表市 H17.8.19 砂防計画 2500 数値図化 23.6㎢ 鹿児島県 (株)パスコ

中種子町 H18.3.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 23.6㎢
南種子町

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

土地改良（第四知
名東部第３換地
区）

農業用パイプライ
ン整備

土地改良（堂篭川
地区）

土地改良（泰野地
区平野換地区）

土地改良（下原地
区第２換地区）

鹿児島県　鹿児島耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

九州農政局徳之島用水農
業水利事業所

(株)国土技術コンサルタン
ツ

鹿児島県大島支庁　徳之島
事務所

土地改良（新富地
区）

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

土地改良（泰野地
区泰野換地区）
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鹿児島県 知名町 H18.2.6 畑地帯総合整備 簡級 水　準  4.0Km
鹿児島県　大島支庁沖永良
部事務所

大成ジオテック(株)

H18.3.27 1000 数値図化 0.5㎢

鹿児島県 出水市 H18.1.20 土地改良 ２級 基準点   7点 鹿児島県　出水耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.3.20 ３級 基準点   4点
４級 基準点   21点

1000 平　板 0.1㎢

鹿児島県 鹿児島市 H17.11.11 土地区画整理 ３級 基準点   3点
鹿児島市脇田谷土地区画
整理組合設立発起人会

(株)キュートク

H19.3.31
鹿児島県 鹿児島市 H17.10.25 砂防計画 １級 基準点   3点 大隅河川国道事務所 三州技術コンサルタント

H18.3.15 ３級 基準点   18点

鹿児島県 菱刈町 H18.2.10 河川計画 １級 基準点   2点 川内川河川事務所
三井共同建設コンサルタ
ント(株)

H18.3.20 ２級 基準点   1点
３級 基準点   11点
４級 基準点   65点

鹿児島県 根占町 H17.8.11 砂防計画 2500 数値図化 22.9㎢ 鹿児島県 アジア航測(株)
佐多町 H18.3.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 22.9㎢
大根占町
田代町

鹿児島県 鹿児島市 H17.11.11 道路計画 簡級 水　準  14.6Km 鹿児島港湾・空港整備事務 アジア航測(株)
H18.3.17 10000 カラー撮影 16.8㎢

10000 直接定位計   8点
1000 数値図化 1.7㎢

鹿児島県 天城町 H18.2.6 ほ場整備 ２級 座標変換   3点 サンスイコンサルタント
H18.3.17 ２級 基準点   5点

４級 基準点   47点

鹿児島県 姶良町 H17.11.22 土地区画整理 ４級 基準点   21点 鹿児島県　姶良町
(財)鹿児島土地区画整理
協会

H18.3.24 500 平　板 0.1㎢
鹿児島県 奄美市 H18.4.20 土地区画整理 ２級 基準点   3点 鹿児島県　奄美市

H18.9.29 ３級 基準点   4点
４級 基準点   70点

鹿児島県 徳之島町 H18.5.15 土地改良 ３級 基準点   3点
鹿児島県　大島支庁徳之島
事務所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H18.8.28 ４級 基準点   8点

鹿児島県 薩摩川内市 H18.6.16 道路計画 ２級 基準点   9点 鹿児島国道事務所
(株)南日本技術コンサルタ
ンツ

H18.8.31 ３級 基準点   16点
３級 水　準  10.0Km

鹿児島県 天城町 H18.9.22 農業用水施設管理 ２級 座標変換   18点
農林水産省九州農政局　徳
之島用水農業水利事業所

(株)九州技研コンサルタン
ト

H18.11.6 ２級 基準点   7点
鹿児島県 瀬戸内町 H18.8.10 土地改良 ２級 基準点   1点 鹿児島県　大島支庁

H18.12.8 ３級 基準点   1点
４級 基準点 0.1㎢    2点

鹿児島県 さつま町 H18.3.3 ダム管理 10000 カラー撮影 21.0㎢ 鶴田ダム管理所 朝日航洋(株)
H18.3.31 2500 既成図数値 8.5㎢

2500 数値図修正 8.5㎢
2500 数値図化 9.5㎢

鹿児島県 志布志市 H18.10.27 道路計画 ２級 基準点   9点 鹿児島県大隅土木事務所 株式会社萩原技研
H18.12.8 ３級 基準点   10点

４級 基準点   54点
３級 水　準  6.1Km

鹿児島県 霧島市 H18.9.4 総合計画 ２級 基準点   1点
鹿児島県　　霧島市横川総
合支所

（株）南生測量設計

H19.2.23

鹿児島県 霧島市 H18.8.1 ２級 基準点   5点
鹿児島県　加治木耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H19.3.30 ３級 基準点   3点
４級 基準点 0.1㎢   5点

鹿児島県 霧島市 H18.8.1 ２級 基準点   2点
鹿児島県　加治木耕地事務
所

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H19.3.30 ３級 基準点   1点
４級 基準点 0.1㎢   3点

鹿児島県 指宿市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（指宿市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 1.9㎢  9点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 (株)みともコンサルタント

H18.12.15 街区多角点 基準点   57点 鹿児島土木設計(株)
街区点 基準点   714点

鹿児島県 西之表市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（西之表市第
１地区・第２地区）

街区三角点 基準点 1.5㎢   5点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 (株)みともコンサルタント

H18.12.15 街区多角点 基準点   40点 鹿児島土木設計(株)
街区点 基準点   245点

土地改良（霧島南
部地区第５換地
区）

土地改良（霧島南
部地区第９換地
区）

鹿児島県土地改良事業団
体連合会

九州農政局　徳之島用水農
業水利事業所

(財)鹿児島土地区画整理
協会
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関測量地域 事業量

鹿児島県 奄美市 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（奄美市第１
地区・第２地区）

街区三角点 基準点 1.5㎢  11点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 大福コンサルタント(株)

H18.12.25 街区多角点 基準点   33点
街区点 基準点   433点

鹿児島県 瀬戸内町 H18.6.19
都市再生街区基本
調査（瀬戸内町第
１地区・第２地区）

街区三角点 基準点 0.7㎢   3点
国土交通省土地・水資源局
国土調査課 大福コンサルタント(株)

H18.12.25 街区多角点 基準点   20点
街区点 基準点   173点

鹿児島県 鹿児島市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 12.3㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

株式会社サタコンサルタン
ツ

H18.12.4

鹿児島県 鹿児島市 H18.9.11 街区点測量 街区点 基準点 11.8㎢
国土交通省土地・水資源局
国土調査課

久永コンサルタント

H18.12.4

鹿児島県 さつま町 H18.8.10 土地改良 ２級 座標変換   31点 鹿児島県　川薩耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H19.3.23 ２級 基準点   2点
３級 基準点   3点
４級 基準点 0.1㎢     7点

鹿児島県 長島町 H18.8.21 土地改良 ３級 基準点 0.1㎢     3点 鹿児島県　出水耕地事務所
鹿児島県土地改良事業団
体連合会

H19.3.20 ４級 基準点   9点

鹿児島県 肝付町 H17.11.29 導水路計画 ３級 基準点   2点
九州農政局　肝属中部農業
水利事業所

若鈴コンサルタンツ(株)

H18.3.1
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

沖縄県 玉城村 H16.9.30 その他 10000 カラー撮影 16.9㎢ 玉城村
沖電グローバルシステム

ズ株式会社

H16.10.15

2500 数値図化 16.9㎢
2500 編　集 16.9㎢

沖縄県 那覇市 H17.9.28
都市再生街区基本
調査

４級 基準点
0.1㎢
165点

国土交通省　土地・水資源
局国土調査課

株式会社　大洋土木コン
サルタント

H17.12.16

沖縄県 那覇市 H18.9.5
都市再生街区基本
調査

４級 基準点
0.1㎢
130点

国土交通省　土地・水資源
局国土調査課

株式会社　大洋土木コン
サルタント

H18.10.25

沖縄県 那覇市 H16.10.18
都市再生街区基本
調査

２級 基準点   29点 那覇市
（株）大洋土木コンサルタン
ト

南風原町 H17.2.15
豊見城市

測量地域 事業量
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実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

全国 H17.6.1 10000 既成図数値化 90面 (株)武揚堂
H18.3.31 25000 既成図数値化 370面 昇寿チャート(株)

国土地図(株)
内外地図(株)

緑川地図印刷(株)

アジア航測(株)

東京カートグラフィック(株)

(株)中央ジオマチックス

測量地域

全国デジタル道路
地図データベース

事業量

財団法人　日本デジタル道
路地図協会
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