
九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期

福岡県 大牟田市 全域 八女市 全域 森林計画 撮　影 20000 895.0㎢ 写測エンジニアリング（株） H18.4.10
筑後市 一部 黒木町 全域 写真図 5000 14.8㎢ 助言 H18.4.4 I 0001 H18.12.20
上陽町 全域 立花町 全域
広川町 全域 矢部村 全域
星野村 全域 瀬高町 全域
山川町 全域 高田町 全域
西区 一部   土地区画整理 成果改算 ３級  　 　13点 第一復建(株) H18.4.1

助言 H18.4.10 I 0002 H18.6.30
水巻町 一部   下水道計画 座標変換 １級  　 　3点 (株)ＧＩＳ九州 H18.4.14

水　準 簡級  　18.0Km 助言 H18.4.14 I 0003 H18.5.31
カラー撮影 5000 9.5㎢
数値図化 500 1.5㎢

大野城市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　3点 (株)中庭測量コンサルタント H18.4.14
座標変換 ２級  　 　7点 助言 H18.4.14 I 0004 H18.6.15
座標変換 ４級  　 　3点

前原市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　2点 九州測量設計(株) H18.4.14
基準点 ２級  　 　1点 助言 H18.4.14 I 0005 H18.7.31
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級  　 　72点
平　板 500 0.2㎢

行橋市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　6点 (財)福岡土地区画整理協会 H18.4.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.4.18 I 0006 H18.6.30
基準点 ４級  　 　16点

小倉北区 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　1点 （有）プラム測量 H18.4.18
助言 H18.4.18 I 0007 H18.5.31

上毛町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　1点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.4.20
助言 H18.4.20 I 0009 H18.4.28

新宮町 一部   土地区画整理 成果改算 ２級  　 　4点 第一復建(株) H18.4.25
成果改算 ３級  　 　9点 助言 H18.5.1 I 0012 H18.6.30

大野城市 一部   土地区画整理 成果改算 ２級  　 　2点 (財)福岡土地区画整理協会 H18.5.1
成果改算 ３級  　 　10点 助言 H18.5.10 I 0013 H18.5.31

小竹町 一部   下水道台帳 座標変換 ２級  　 　2点 マサキ測量設計(株) H18.5.15
基準点 ２級  　 　1点 助言 H18.5.22 I 0022 H18.6.30
基準点 ３級  　 　42点

八幡西区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 (株)宇都宮設計 H18.5.25
助言 H18.5.29 I 0027 H18.7.31

八幡西区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　4点 (株)松尾測量 H18.3.6
助言 H18.5.29 I 0028 H18.7.31

若松区 一部 八幡西区 一部 土地区画整理 基準点 ２級  　 　7点 旭測量設計(株) H18.5.29
座標変換 ３級  　 　16点 H18.6.30
座標変換 ４級  　 　293点 助言 H18.5.29 I 0030

小倉南区 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　1点 (株)中村測建事務所 H18.6.1
助言 H18.6.1 I 0035 H18.9.29

小倉南区 一部   道路用地 基準点 ２級  　 　2点 (株)西日本測研社 H18.6.1
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.6.1 I 0036 H18.9.29

小倉南区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 (有)福島測量設計 H18.6.1
助言 H18.6.8 I 0037 H18.8.14

朝倉市 一部   支線水路・導水路管理 基準点 １級  　 　6点 九州測量設計(株) H18.5.9
基準点 ３級  　 　23点 H18.7.10
基準点 ４級  　 　42点 助言 H18.6.15 I 0041
水　準 ３級  　14.0Km
平　板 500 0.1㎢

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

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　前原土木事務所

測量地域 計画機関

福岡県

福岡県　福岡市田尻土地区画整理組合

福岡県　　水巻町

福岡県　　大野城市

福岡県　　行橋市

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　豊前土木事務所

福岡県　　小竹町

福岡県　　北九州市建設局

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　設立準備委員会

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局
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九州地方
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福岡県 朝倉市 一部   支線水路・導水路管理 基準点 １級  　 　4点 西日本コンサルタント(株) H18.5.12
基準点 ３級  　 　18点 助言 H18.6.15 I 0042 H18.7.10
基準点 ４級  　 　32点
水　準 ３級  　16.0Km
平　板 500 0.1㎢

久留米市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　6点 (株)エスケイエンジニアリング H18.6.28
基準点 ４級  　 　50点 助言 H18.6.28 I 0061 H19.3.15
水　準 ３級  　3.0Km
平　板 500 0.2㎢
縦横断 200  　2.5Km

若松区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　1点 (株)西日本測研社 H18.7.3
助言 H18.7.20 I 0071 H18.11.30

飯塚市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 214.1㎢ (株)GIS九州 H18.6.26
直接定位計算 10000  　 　219点 助言 H18.7.25 I 0073 H19.3.30
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 214.1㎢

小倉南区 一部   公園計画 基準点 ２級  　 　1点 (株)中村測建事務所 H18.7.27
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.7.27 I 0079 H18.9.30

東区 一部 博多区 一部
地盤変動調査（鉄道管
理）

水　準 ２級  　20.4Km (株)豊田工務所 H18.6.17

中央区 一部 西区 一部 助言 H18.7.27 I 0080 H18.10.14
早良区 一部   
大牟田市 一部   基準点 街区三角点 6.8㎢  23点 (株)オービット H18.6.20

基準点 街区多角点  　 　165点 助言 H18.7.31 I 0083 H19.1.17
基準点 街区点  　 　1400点

大牟田市 一部   基準点 街区三角点 9.2㎢  29点 （株）テクノ H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　179点 助言 H18.7.31 I 0084 九州測量設計（株） H19.1.22
基準点 街区点  　 　2100点

大牟田市 一部   基準点 街区三角点 10.8㎢ 30点 (株)怡土 H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　154点 助言 H18.7.31 I 0085 H19.1.17
基準点 街区点  　 　1200点

飯塚市 一部   基準点 街区三角点 2.0㎢  3点 日本航測（株） H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　64点 助言 H18.7.31 I 0086 共和（株） H18.11.20
基準点 街区点  　 　518点

福智町 一部   基準点 街区三角点 0.4㎢  7点 日本航測（株） H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　19点 助言 H18.7.31 I 0087 共和航業（株） H18.11.20
基準点 街区点  　 　80点

柳川市 一部   基準点 街区三角点 1.3㎢  6点 大陸総合コンサルタント H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　15点 助言 H18.7.31 I 0088 大倉測量設計 H18.12.20
基準点 街区点  　 　225点 大高開発

大川市 一部   基準点 街区三角点 2.4㎢  23点 大陸総合コンサルタント H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　72点 助言 H18.7.31 I 0089 大倉測量設計 H18.12.20
基準点 街区点  　 　514点 大高開発

瀬高町 一部   基準点 街区三角点  　 　14点 大陸総合コンサルタント H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　37点 助言 H18.7.31 I 0090 大倉測量設計 H18.12.20
基準点 街区点  　 　298点 大高開発

古賀市 一部   基準点 街区三角点 4.8㎢  29点 大正測量設計(株) H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　109点 助言 H18.7.31 I 0091 H18.12.22
基準点 街区点  　 　558点

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（大牟田市第３・４地
区）

都市再生街区基本調
査（大牟田市第１・２地
区）

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（古賀市第１地区・第
２地区）

都市再生街区基本調
査（飯塚市第１地区・第
２地区）

独立行政法人水資源機構両筑平野用水総合事業所

福岡国道事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　飯塚市

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

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　福岡市交通局

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

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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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 新宮町 一部   基準点 街区三角点 2.3㎢  5点 大正測量設計(株) H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　43点 助言 H18.7.31 I 0092 H18.12.22
基準点 街区点  　 　467点

小倉南区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　7点 (有)サンエー測量設計 H18.8.3
助言 H18.8.3 I 0115 H19.2.28

久留米市 一部   基準点 １級  　 　1点 共和航業(株) H18.8.1
水　準 ３級  　1.0Km 1点 助言 H18.8.3 I 0116 H18.8.15

若松区 一部   公園管理 基準点 ２級  　 　1点 村井測量設計(株) H18.8.3
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.8.11 I 0122 H18.9.29

築上町 全域   固定資産 カラー撮影 8000 119.3㎢ 写測エンジニアリング（株） H18.5.12
助言 H18.8.21 I 0127 H20.3.25

新宮町 一部   砂防計画 数値図化 2500 6.8㎢ アジア航測(株) H18.8.9
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 6.8㎢ 助言 H18.8.21 I 0128 H19.3.15

須恵町 一部   砂防計画 数値図化 2500 7.5㎢ アジア航測(株) H18.8.9
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 7.5㎢ 助言 H18.8.21 I 0129 H19.3.15

宮若市 全域   都市計画 水　準 簡級  　70.2Km 朝日航洋(株) H18.8.25
カラー撮影 10000 140.0㎢ 助言 H18.8.25 I 0130 H20.3.31
数値図化 1000 5.0㎢
数値図化 2500 82.5㎢
数値図修正 2500 46.3㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1400.0㎢

筑前町 一部   水路管理 基準点 １級  　 　9点 東洋技術(株) H18.7.26
基準点 ３級  　 　24点 助言 H18.8.30 I 0133 H18.10.13
水　準 ３級  　16.0Km

朝倉市 一部 筑前町 一部 水路管理 基準点 １級  　 　8点 大分技術開発(株) H18.7.25
基準点 ３級  　 　20点 助言 H18.8.30 I 0134 H18.10.12
水　準 ３級  　20.0Km

鞍手町 一部   下水道計画 数値図化 500 1.0㎢ 朝日航洋(株) H18.7.21
助言 H18.8.30 I 0135 H18.10.21

博多区 一部   基準点 ３級  　 　1点 第一復建(株) H18.6.23
助言 H18.8.30 I 0139 H18.10.31

うきは市 一部   下水道台帳 数値図化 2500 16.6㎢ アジア航測(株) H17.8.28
助言 H18.8.30 I 0140 H18.8.31

西区 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　1点 (株)コンテック H18.9.1
基準点 ４級  　 　15点 助言 H18.9.4 I 0142 H18.10.22
平　板 500 0.1㎢
縦横断 500  　0.3Km

久留米市 一部   都市再生街区基本調 座標変換 ３級  　 　34点 (株)高崎総合コンサルタント H16.10.22
助言 H18.9.7 I 0147 (株)高崎 H17.3.30

西区 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　1点 榮邁測量設計(株) H18.4.26
基準点 ４級  　 　18点 助言 H18.9.11 I 0148 H18.10.22
水　準 ３級  　1.5Km
路　線 250  　0.6Km

久留米市 全域   都市計画 基準点 １級  　 　130点 平和測量設計(株) H18.7.20
基準点 ２級  　 　161点 助言 H18.9.11 I 0149 H19.3.28
基準点 ３級  　 　78点

上毛町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.9.13
助言 H18.9.13 I 0160 H18.10.15

西区 一部 早良区 一部 基準点 ３級  　 　40点 東亜建設技術(株) H18.9.11
助言 H18.9.13 I 0161 H19.3.15

二丈町 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　3点 (株)アジア建設コンサルタント H18.9.14
水　準 ３級  　1.7Km 助言 H18.9.14 I 0162 H19.3.23

都市再生街区基本調
査（新宮町第１地区・第
２地区）

総合計画（都市基準点
設置）

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡国道事務所　久留米維持出張所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

福岡県　　築上町

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　　宮若市

福岡県　　うきは市

独立行政法人水資源機構　両筑平野用水総合事業所

独立行政法人水資源機構　両筑平野用水総合事業所

福岡県　　鞍手町

独立行政法人空港周辺整備機構　福岡空港事業本部

福岡県　　久留米市

福岡県　　福岡市

福岡県　　久留米市

福岡県　　福岡市

福岡県　行橋農林事務所

福岡県　　福岡市

福岡国道事務所

道路台帳（基準点の再
設）

再開発整備に伴う３級
基準点の移設
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　1点 (株)オービット H18.6.20
助言 H18.9.14 I 0168 H19.1.17

飯塚市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　16点 日本航測(株) H18.6.20
助言 H18.9.14 I 0169 共和航業(株) H18.11.20

西区 一部   道路管理 基準点 ３級  　 　50点 (株)パスコ H18.9.20
助言 H18.9.15 I 0171 H19.3.15

築上町 一部   座標変換 ２級  　 　1点 (株)GIS九州 H18.9.25
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.9.20 I 0173 H18.10.23

前原市 一部   宅地開発 座標変換 ２級  　 　1点 福岡土地区画整理（株） H18.9.19
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H18.9.27 I 0181 H19.3.31
成果改算 ２級  　 　3点
成果改算 ３級  　 　1点
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級  　 　140点

大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　1点 (株)怡土 H18.6.20
助言 H18.9.27 I 0182 H19.1.17

大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　8点 (株)オービット H18.6.20
助言 H18.9.29 I 0188 H19.1.17

大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　9点 (株)怡土 H18.6.20
助言 H18.9.29 I 0189 H19.1.22

城南区 一部   道路計画 基準点 ２級 9点 (株)河原測量 H18.10.2
基準点 ４級 64点 助言 H18.10.2 I 0194 H18.10.31

大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　1点 (株)テクノ H18.6.20
助言 H18.10.6 I 0198 九州測量設計(株) H19.1.22

大牟田市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　1点 (株)怡土 H18.6.20
助言 H18.10.6 I 0199 H19.1.17

うきは市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3.2㎢ アジア航測(株) H18.8.22
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 3.2㎢ 助言 H18.10.6 I 0203 H19.3.15

みやこ町 全域   固定資産 数値撮影 436.0㎢ (株)パスコ H18.10.12
直接定位計算 436.0㎢ 助言 H18.10.12 I 0205 H20.3.31
数値図化 2500 249.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 249.0㎢

行橋市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.16
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.10.16 I 0207 H19.3.25
基準点 ４級  　 　21点
平　板 500 0.2㎢

戸畑区 一部 小倉北区 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　7点 (株)宇都宮設計 H18.10.10
助言 H18.10.16 I 0211 H18.11.30

八幡東区 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　1点 村井測量設計(株) H18.10.10
助言 H18.10.16 I 0212 H18.11.15

若松区 一部 八幡西区 一部 道路台帳 基準点 ３級  　 　9点 藤井測量登記事務所 H18.10.16
助言 H18.10.16 I 0213 H18.11.30

小倉南区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　3点 (株)桐友 H18.9.5
助言 H18.10.16 I 0214 H18.11.30

八幡東区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 手嶋測量(有) H18.8.29
助言 H18.10.16 I 0215 H18.11.30

苅田町 全域   都市計画 水　準 簡級  　10.0Km 東亜建設技術(株) H18.10.16
カラー撮影 12500 46.5㎢ 助言 H18.10.16 I 0216 H19.3.20
数値図化 2500 1.6㎢
数値図修正 2500 8.0㎢

総合計画（3級基準点
移設）

北九州国道事務所　行橋維持出張所

福岡県　　大牟田市

福岡県　　飯塚市

福岡県　　福岡市

福岡県　　行橋市

福岡県　前原市土地開発公社

福岡県　　大牟田市

福岡県　大牟田土木事務所

福岡県　大牟田土木事務所

福岡県　　福岡市

福岡県　大牟田土木事務所

福岡国道事務所

福岡県　久留米土木事務所

福岡県　　みやこ町

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　苅田町
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 嘉麻市 一部 朝倉市 一部 道路計画 基準点 ２級  　 　4点 (株)パスコ H18.10.10
基準点 ４級  　 　25点 助言 H18.10.18 I 0217 H19.3.15
水　準 ４級  　15.5Km

添田町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.18
基準点 ４級  　 　3点 助言 H18.10.18 I 0219 H19.3.15
平　板 500 0.02㎢

福智町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　4点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.18
基準点 ４級  　 　24点 助言 H18.10.18 I 0220 H19.3.15
平　板 500 0.1㎢

飯塚市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.18
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.10.18 I 0221 H19.3.15
基準点 ４級  　 　27点
平　板 500 0.21㎢

赤村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　8点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.18
基準点 ３級  　 　22点 助言 H18.10.18 I 0222 H19.3.15
基準点 ４級  　 　68点
平　板 500 0.49㎢

赤村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.18
基準点 ３級  　 　6点 助言 H18.10.18 I 0223 H19.3.15
基準点 ４級  　 　25点
平　板 500 0.18㎢

太宰府市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 都市企画センター株式会社 H18.10.23
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.10.23 I 0224 H19.2.28
基準点 ４級  　 　21点

福津市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　2点 都市企画センター株式会社 H18.10.23
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.10.23 I 0225 H19.2.28
基準点 ４級  　 　80点

岡垣町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 村井測量設計(株) H18.10.20
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.10.23 I 0226 H18.11.30

立花町 一部   土地改良 基準点 ４級  　 　7点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.23
助言 H18.10.23 I 0228 H19.3.22

立花町 一部   土地改良 基準点 ４級  　 　8点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.23
助言 H18.10.23 I 0229 H19.3.22

一部   街区点測量 基準点 街区点 0.1㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0231 H18.12.18

一部   街区点測量 基準点 街区点 0.2㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0232 H18.12.18

福岡市東区 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.4㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0233 H18.12.18

一部   街区点測量 基準点 街区点 0.1㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0234 H18.12.18

柳川市 一部   基準点 ２級  　 　4点 大陸・大倉・大高共同企業体 H18.6.20
基準点 ３級  　 　32点 助言 H18.10.27 I 0245 H18.12.20

久留米市 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　4点 大成ジオテック株式会社 H18.9.29
水　準 ３級  　4.5Km 助言 H18.10.27 I 0246 H19.3.15
路　線 地形測量 0.4㎢

瀬高町 一部   基準点 ３級  　 　3点 大陸・大倉・大高共同企業体 H18.6.20
助言 H18.10.27 I 0248 H18.12.20

柳川市 一部   基準点 ３級  　 　2点 大陸・大倉・大高共同企業体 H18.6.20
助言 H18.10.27 I 0249 H18.12.20

新宮町 一部   基準点 ２級  　 　6点 大正測量設計(株) H18.6.20
基準点 ３級  　 　27点 助言 H18.10.27 I 0250 H18.12.22

街区基本調査に伴う公
共基準点改測
街区基本調査に伴う公
共基準点改測
街区基本調査に伴う公
共基準点改測

福岡県　　飯塚農林事務所

太宰府市吉松東土地区画整理組合

九州地方整備局　北九州国道事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

福岡県　　飯塚農林事務所

福岡県　　飯塚農林事務所

福岡県　　飯塚農林事務所

福岡県　　飯塚農林事務所

国土交通省土地・水資源局　　国土調査課

福岡県　筑後農林事務所

福岡県　筑後農林事務所

福津町津丸土地区画整理組合

福岡県　北九州土木事務所

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

福岡県　　柳川市

九州地方整備局　福岡国道事務所

福岡県　柳川土木事務所

福岡県　柳川土木事務所

福岡県　　新宮町

北九州市八
幡東区

福岡市博多
区

街区基本調査に伴う公
共基準点改測

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
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
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
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

北九州市小
倉北区
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 筑紫野市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.10.30
助言 H18.10.31 I 0252 H18.11.30

前原市 一部   都市計画 基準点 ３級  　 　14点 大成ジオテック(株) H18.10.2
水　準 ３級  　6.0Km 助言 H18.11.2 I 0261 H18.10.30
撮　影 5000 2.9㎢
数値図化 1000 0.6㎢

築上町 一部 上毛町 一部 道路計画 基準点 １級  　 　37点 (株)エイトコンサルタント H18.9.4
豊前市 一部   基準点 ２級  　 　29点 助言 H18.11.2 I 0262 (株)八州 H19.2.25
中津市 一部 宇佐市 一部 水　準 ３級  　 　64点 朝日航洋(株)

道栄(株)
太平洋航業(株)
正和設計(株)
(株)オオバ

直方市 一部 飯塚市 一部 河川管理 航空レーザ 1470.0㎢ (株)パスコ H18.10.30
中間市 一部 芦屋町 一部 助言 H18.11.2 I 0263 H19.3.15
唐津市 一部 伊万里市 一部
武雄市 一部   
諫早市 一部   
大分市 一部 中津市 一部
豊後大野市 一部   
えびの市 一部   
さつま川内 一部 さつま町 一部
鹿屋市 一部 肝付町 一部
八幡東区 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 手嶋測量(有) H18.10.25

助言 H18.11.2 I 0265 H18.11.30
上毛町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　5点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.11.2

基準点 ４級  　 　16点 助言 H18.11.7 I 0268 H19.3.22
地上数値法 500 0.1㎢

上毛町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.11.2
基準点 ４級  　 　8点 助言 H18.11.7 I 0269 H19.3.22
地上数値法 500 0.1㎢

行橋市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.11.2
基準点 ３級  　 　11点 助言 H18.11.7 I 0270 H19.3.22
基準点 ４級  　 　79点
基準点 ２級  　 　2点
地上数値法 500 0.6㎢

上毛町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　8点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.11.2
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.11.7 I 0271 H19.3.22
基準点 ４級  　 　104点
地上数値法 500 0.8㎢

豊前市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　6点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.11.2
基準点 ３級  　 　14点 助言 H18.11.7 I 0272 H19.3.22
基準点 ４級  　 　80点
地上数値法 500 0.5㎢

福岡市 全域   その他（街区基本調査） 座標変換 街区点  　 　9999点 国土地理院九州地方測量部 H18.9.10
座標変換 街区補助点  　 　9999点 助言 H18.11.7 I 0274 H18.11.29

嘉麻市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 135.2㎢ (株)ＧＩＳ九州 H18.11.9
直接定位計算 10000  　 　121点 助言 H18.11.9 I 0276 H19.3.30
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 135.2㎢

福岡県　　行橋農林事務所

土地・水資源局　　国土調査課

福岡県　　嘉麻市

西日本高速道路株式会社九州支社中津工事事務所

福岡県　　行橋農林事務所

福岡県　福岡農林事務所

福岡県　企業局

福岡県北九州市建設局

福岡県　　行橋農林事務所

福岡県　　行橋農林事務所

国土交通省　九州地方整備局

福岡県　　行橋農林事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 南区 一部 城南区 一部 道路台帳 座標変換 ３級  　 　1点 東亜建設技術(株) H18.11.17
春日市 一部   成果改算 ３級  　 　1点 助言 H18.11.17 I 0283 H19.3.20

座標変換 ３級  　 　57点
水　準 ３級  　17.2Km

八女市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.0㎢ 東亜建設技術(株) H18.11.10
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.0㎢ 助言 H18.11.17 I 0285 H19.3.15

星野村 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.7㎢ 大成ジオテック(株) H18.9.5
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.7㎢ 助言 H18.11.17 I 0286 H19.3.15

星野村 一部   砂防計画 数値図化 2500 5.6㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H18.11.15
助言 H18.11.17 I 0287 H19.3.15

若松区 一部   総合計画 基準点 １級  　 　2点 (株)西日本測研社 H18.11.10
助言 H18.11.17 I 0289 H18.12.31

八幡西区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 (株)第一調査設計 H18.11.20
助言 H18.11.22 I 0295 H19.1.31

東区 一部   道路台帳 撮　影 5000 3.4㎢ 九州地理情報(株) H18.11.21
座標変換 500 0.7㎢ 助言 H18.12.1 I 0301 H19.3.15
数値図修正 500 0.7㎢

若松区 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　1点 村井測量設計(株) H18.11.10
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.12.5 I 0304 H19.3.29

朝倉市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3.5㎢ (株)パスコ H18.10.5
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 3.5㎢ 助言 H18.12.7 I 0306 H19.3.15

小倉北区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　2点 佐藤測量(株) H18.12.5
助言 H18.12.7 I 0307 H18.12.31

筑紫野市 一部   砂防計画 数値図化 2500 15.6㎢ 大成ジオテック(株) H18.11.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 15.6㎢ 助言 H18.12.11 I 0311 H19.3.15

古賀市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　6点 大正測量設計(株) H18.6.20
助言 H18.12.11 I 0312 H18.12.22

新宮町 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　23点 大正測量設計(株) H18.6.20
助言 H18.12.11 I 0313 H18.12.22

朝倉市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　5点 国土建設測量設計（株） H18.12.20
助言 H18.12.11 I 0314 H19.2.15

福津市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　6点 大成ジオテック(株) H18.12.11
基準点 ３級  　 　17点 助言 H18.12.11 I 0315 H19.3.15
水　準 ３級  　9.3Km
数値図化 500 0.4㎢

古賀市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　1点 福岡土地区画整理（株） H18.12.15
基準点 ４級  　 　32点 助言 H18.12.18 I 0316 H19.3.20
平　板 500 0.1㎢

筑紫野市 一部   砂防計画 数値図化 2500 9.7㎢ 双建技術コンサル(株) H18.11.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 9.7㎢ 助言 H18.12.21 I 0320 H19.3.15

西区 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　1点 福岡県土地改良事業団体連合会 H18.12.21
基準点 ３級  　 　17点 助言 H18.12.21 I 0325 H19.2.20
基準点 ４級  　 　56点

若松区 一部   
総合計画（１級基準点
改測）

基準点 １級  　 　1点 (株)西日本測研社 H18.12.11

助言 H18.12.21 I 0327 H19.1.31
古賀市 一部   その他（街区基本調査） 基準点 ３級  　 　1点 大正測量設計(株) H18.6.20

助言 H18.12.21 I 0331 H18.12.22
新宮町 一部   その他（街区基本調査） 基準点 ３級  　 　3点 大正測量設計(株) H18.6.20

助言 H18.12.21 I 0332 H18.12.22

福岡国道事務所

福岡県　八女土木事務所

福岡県　八女土木事務所

福岡県　八女土木事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　朝倉土木事務所

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　　福岡市

福岡県 北九州市（建築都市局学術・研究都市開発事務所）

福岡県　那珂土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　福岡土木事務所

福岡県　　朝倉市

北九州国道事務所

福岡県　古賀市鹿部土地区画整理組合

福岡市金武・吉武土地改良区

九州地方整備局　福岡国道事務所

福岡県　　北九州市建設局

九州地方整備局　福岡国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 福智町 全域   固定資産 水　準 簡級  　45.0Km (株)GIS九州 H18.12.25
カラー撮影 4000 42.0㎢ 助言 H18.12.25 I 0337 H19.3.31
直接定位計算 4000  　 　264点
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 42.0㎢

飯塚市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3.2㎢ 第一復建(株) H18.11.9
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 3.2㎢ 助言 H18.12.25 I 0338 H19.3.15

飯塚市 一部   砂防計画 数値図化 2500 2.3㎢ (株)スリーエヌ技術コンサルタント H18.11.10
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 2.3㎢ 助言 H18.12.25 I 0339 H19.3.15

東区 一部 博多区 一部 道路計画 カラー撮影 8000 95.0㎢ 朝日航洋(株) H18.12.26
大野城市 一部 古賀市 一部 カラー撮影 12500 22.0㎢ 助言 H18.12.26 I 0343 H19.2.28
志免町 一部 新宮町 一部 既成図数値化 1000 4.4㎢
久山町 一部 粕屋町 一部 既成図数値化 2500 16.1㎢
二丈町 一部   
福岡市 一部   都市計画 写測修正 2500 58.3㎢ (株)パスコ H18.12.26

既成図数値化 2500 58.3㎢ 助言 H18.12.26 I 0344 H19.3.23
大牟田市 一部 柳川市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　211.0Km (株)ジオ H19.1.4
筑後市 一部 大川市 一部 助言 H19.1.9 I 0347 H19.3.16
大木町 一部 瀬高町 一部
高田町 一部   
佐賀市 一部   
戸畑区 一部 八幡東区 一部 砂防計画 数値図化 2500 15.1㎢ 写測エンジニアリング（株） H18.12.30

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 15.1㎢ 助言 H19.1.9 I 0348 H19.3.15
門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　1点 (株)北九測量設計 H19.1.5

助言 H19.1.9 I 0349 H19.2.28
門司区 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　1点 （株）キャン・プラン H19.1.12

基準点 ３級  　 　4点 助言 H19.1.12 I 0354 H19.3.30
うきは市 一部   下水道台帳背景図 数値図化 2500 2.1㎢ アジア航測(株) H18.5.26

助言 H19.1.18 I 0369 H19.1.31
北九州市 一部   総合計画 基準点 １級  　 　10点 村井測量設計(株) H18.12.21

座標変換 ２級  　 　5点 助言 H19.1.18 I 0372 H19.3.30
座標変換 ３級  　 　907点

東区 一部 博多区 一部 道路計画 数値図修正 1000 4.4㎢ アジア航測(株) H18.12.27
大野城市 一部 古賀市 一部 数値図修正 2500 36.5㎢ 助言 H19.1.24 I 0379 H19.3.30
志免町 一部 新宮町 一部
久山町 一部 粕屋町 一部
二丈町 一部   
大野城市 一部   土地区画整理 成果改算 ３級  　 　11点 福岡土地区画整理（株） H19.1.30

基準点 ３級  　 　10点 助言 H19.1.29 I 0384 H19.6.29
基準点 ４級  　 　127点
平　板 500 0.1㎢

八幡西区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 石橋開発(株) H19.1.12
助言 H19.1.29 I 0389 H19.2.28

北九州市 一部   都市計画 水　準 簡級  　36.0Km 国際航業(株) H18.11.17
空　三 2500  　 　4Ｍ 助言 H19.1.30 I 0392 H19.3.30
数値図化 2500 0.9㎢
数値図修正 2500 93.1㎢
編　集 5000 487.7㎢
編　集 10000 487.7㎢

小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 (株)シヨウエー設計測量事務所 H19.1.31
助言 H19.1.31 I 0396 H19.2.28

門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　2点 旭測量設計(株) H19.1.29
助言 H19.1.31 I 0397 H19.2.28

福岡県　　福智町

福岡県　飯塚土木事務所

福岡県　飯塚土木事務所

福岡国道事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　福岡市

福岡県　　うきは市

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県

福岡県　北九州土木事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡国道事務所

福岡県　大野城市上大利北土地区画整理組合

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市

福岡県　　北九州市建設局
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 久留米市 一部 柳川市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　105.2Km (株)高崎総合コンサルタント H18.12.26
筑後市 一部 大川市 一部 水　準 ２級  　128.0Km 助言 H19.2.1 I 0404 H19.3.23
みやま市 一部 大木町 一部
佐賀市 一部 鳥栖市 一部
神埼市 一部 吉野ヶ里町 一部
上峰町 一部 みやき町 一部
小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　1点 (有)福島測量設計 H18.12.27

助言 H19.2.2 I 0405 H19.3.30
星野村 一部   土地改良 基準点 １級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H19.2.8

助言 H19.2.8 I 0413 H19.2.28
みやま市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 福岡県土地改良事業団体連合会 H19.2.9

基準点 ３級  　 　6点 助言 H19.2.9 I 0418 H19.2.28
門司区 一部 小倉北区 一部 総合計画 水　準 ２級 (株)中村測建事務所 H19.2.9
小倉南区 一部   助言 H19.2.9 I 0419 H19.3.30
若松区 一部 戸畑区 一部 総合計画 水　準 ２級 (株)九州測量設計 H19.2.6
八幡東区 一部 八幡西区 一部 助言 H19.2.13 I 0420 H19.3.15
芦屋町 一部   

八女市 一部   電線共同溝設置 基準点 ３級  　 　4点 (株)エスケイエンジニアリング H18.12.1
基準点 ４級  　 　36点 助言 H19.2.15 I 0424 H19.3.30
平　板 500 0.1㎢
路　線  　1.0Km

大川市 一部   共同溝設置 基準点 ４級  　 　100点 (株)オービット H19.2.16
水　準 ３級  　2.5Km 5点 助言 H19.2.16 I 0428 H19.3.30

門司区 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　1点 旭測量設計(株) H19.1.29
助言 H19.2.21 I 0432 H19.2.28

門司区 一部   道路台帳 基準点 ３級  　 　3点 (株)北九測量設計 H19.2.19
助言 H19.2.21 I 0433 H19.3.31

直方市 一部   砂防計画 数値図化 2500 5.4㎢ (株)ウエスコ H18.9.26
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.4㎢ 助言 H19.2.21 I 0435 H19.3.15

大牟田市 一部   港湾計画 基準点 ２級  　 　6点 平和総合コンサルタント(株) H19.2.10
基準点 ３級  　 　8点 助言 H19.2.21 I 0436 H19.3.30

博多区 一部   電線共同溝設置 座標変換 ３級  　 　2点 大和コンサル(株) H18.12.1
成果改算 ３級  　 　2点 助言 H19.2.27 I 0443 H19.3.30
基準点 ４級  　 　44点
水　準 ３級  　2.1Km

福津市 全域   都市計画 数値図化 2500 52.7㎢ 国際航業(株) H19.2.28
助言 H19.3.5 I 0447 H19.3.30

八幡東区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　1点 (株)松尾測量 H18.12.27
助言 H19.3.9 I 0451 H19.3.30

宗像市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　3点 村井測量設計(株) H19.2.26
助言 H19.3.9 I 0454 H19.3.30

小倉南区 一部 行橋市 一部 河川管理 航空レーザ 28.9㎢ 朝日航洋(株) H19.3.9
築上町 一部   助言 H19.3.9 I 0456 H19.3.26
久留米市 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H19.3.9

基準点 ３級  　 　12点 助言 H19.3.9 I 0457 H19.3.27
門司区 一部 小倉北区 一部 道路管理 基準点 ３級  　 　27点 国際航業(株) H19.2.28
八幡東区 一部 八幡西区 一部 水　準 ３級  　5.7Km 助言 H19.3.9 I 0458 H19.3.30
飯塚市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 福岡県土地改良事業団体連合会 H19.3.5

助言 H19.3.14 I 0463 H19.3.16
朝倉市 一部   砂防計画 数値図化 2500 2.7㎢ (株)日建技術コンサルタント H18.11.7

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 2.7㎢ 助言 H19.3.14 I 0464 H19.3.15

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　筑後農林事務所

筑後川河川事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　筑後農林事務所

福岡国道事務所

福岡国道事務所

福岡県　朝倉農林事務所

北九州国道事務所

福岡県　飯塚農林事務所

福岡県　朝倉土木事務所

福岡県

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　宗像市

福岡県　直方土木事務所

福岡県　大牟田土木事務所

福岡国道事務所

福岡県　　福津市

182.0Km
92点

180.0Km
90点
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

福岡県 朝倉市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.4㎢ (株)アジア建設コンサルタント H18.10.5
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.4㎢ 助言 H19.3.14 I 0465 H19.3.15

うきは市 一部   砂防計画 数値図化 2500 3.3㎢ ジーアンドエスエンジニアリング H18.8.24
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 3.3㎢ 助言 H19.3.14 I 0466 H19.3.15

うきは市 一部   砂防計画 数値図化 2500 9.2㎢ (株)オオバ H18.8.22
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 9.2㎢ 助言 H19.3.14 I 0467 H19.3.15

    土地改良 既成図数値化 2500 4976.0㎢ 直　営 H18.5.9
助言 H19.3.14 I 0468 H20.3.31

八幡西区 一部   道路用地 基準点 ３級  　 　3点 (株)九州測量設計 H19.3.19
助言 H19.3.19 I 0470 H19.3.30

久留米市 一部   道路台帳 水　準 ３級  　29.0Km (株)アジア建設コンサルタント H18.4.28
カラー撮影 4000 28.9㎢ 助言 H19.3.20 I 0471 大成ジオテック(株) H19.3.23
数値図化 500 5.0㎢
既成図数値化 500 53.3㎢
座標変換 500 53.3㎢

小倉南区 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　4点 村井測量設計(株) H19.2.28
基準点 ３級  　 　7点 助言 H19.3.20 I 0472 H19.3.30
成果改算 ３級  　 　16点

みやま市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　6点 福岡県土地改良事業団体連合会 H19.3.28
基準点 ３級  　 　6点 助言 H19.3.28 I 0474 H19.4.26

飯塚市 一部 苅田町 一部 道路台帳 基準点 １級  　 　6点 (株)新世コンソーシアム H19.3.29
基準点 ２級  　 　2点 助言 H19.3.29 I 0477 H19.3.30
基準点 ３級  　 　25点
水　準 ３級  　7.0Km
数値図化 500 0.5㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 0.5㎢

飯塚市 一部   道路台帳 基準点 １級  　 　6点 (株)パスコ H19.3.29
基準点 ２級  　 　2点 助言 H19.3.29 I 0478 H19.3.30
基準点 ３級  　 　20点
水　準 ３級  　11.0Km
数値図化 500 0.5㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 0.7㎢

うきは市 一部   河川管理 数値図化 2500 51.9㎢ アジア航測(株) H19.2.9
日田市 一部   助言 H19.3.30 I 0481 H19.3.30
久留米市 一部 うきは市 一部 河川管理 数値図化 2500 41.1㎢ 大成ジオテック(株) H19.2.9
朝倉市 一部 大刀洗町 一部 助言 H19.3.30 I 0482 H19.3.30
鳥栖市 一部   

久留米市 一部   河川管理 基準点 ３級  　 　200点 和興測量設計(株) H19.3.29
水　準 ３級  　40.0Km 助言 H19.3.30 I 0484 H19.3.30

八女市 全域   河川管理 数値図修正 2500 20.7㎢ 大成ジオテック株式会社 H19.5.10
助言 H19.3.30 I 0485 H19.5.10

佐賀県 唐津市 一部 伊万里市 一部 砂防計画 数値図化 2500 11.1㎢ 国際航業(株) H17.11.14
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 11.1㎢ 助言 H18.5.17 I 0016 H18.8.11

伊万里市 一部   砂防計画 数値図化 2500 9.5㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H17.11.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 9.5㎢ 助言 H18.5.17 I 0017 H18.8.31

伊万里市 一部   砂防計画 数値図化 2500 10.3㎢ 中日本航空(株) H17.11.17
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 10.3㎢ 助言 H18.5.17 I 0018 H18.9.10

有田町 一部   砂防計画 数値図化 2500 7.6㎢ (株)パスコ H17.11.24
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 7.6㎢ 助言 H18.5.17 I 0019 H18.8.10

有田町 一部   砂防計画 数値図化 2500 7.6㎢ (株)オオバ H17.11.16
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 7.6㎢ 助言 H18.5.17 I 0020 H18.8.10

佐賀県　伊万里土木事務所

佐賀県　伊万里土木事務所

佐賀県　伊万里土木事務所

佐賀県　伊万里土木事務所

佐賀県　伊万里土木事務所

筑後川河川事務所

福岡県　朝倉土木事務所

福岡県　久留米土木事務所

福岡県　久留米土木事務所

福岡県土地改良事業団体連合会

福岡県　筑後農林事務所

福岡県　　北九州市建設局

福岡県　　久留米市

福岡県　　北九州市建設局

北九州国道事務所

筑後川河川事務所

福岡県八女土木事務所

筑後川河川事務所

北九州国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

佐賀県 佐賀市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　2点 福岡土地区画整理株式会社 H18.6.1
基準点 ４級  　 　27点 助言 H18.5.30 I 0031 H18.12.28
水　準 ３級  　2.7Km
水　準 ４級  　2.1Km

白石町 全域   都市計画 数値図化 1000 7.0㎢ (株)パスコ H18.5.9
数値図化 2500 25.8㎢ 助言 H18.6.19 I 0048 H19.2.28
編　集 2500 32.8㎢
数値図化 5000 66.6㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 99.5㎢

鳥栖市 一部   基準点 ２級  　 　5点 第一総合技術(株) H18.7.31
基準点 ３級  　 　6点 助言 H18.8.30 I 0137 H19.3.2

佐賀市 一部 多久市 一部 道路計画 水　準 簡級  　19.0Km 東武計画(株) H18.6.21
小城市 一部   カラー撮影 8000 32.5㎢ 助言 H18.9.13 I 0156 H18.12.15

数値図化 1000 7.8㎢

佐賀市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　7点 国際技術コンサルタント(株) H16.10.22
助言 H18.9.14 I 0167 九州技術開発(株) H17.2.9

(株)エスジー技術コンサルタント
白石町 一部   海岸保全 基準点 ２級  　 　14点 アジア航測(株) H18.10.2

水　準 ２級  　11.0Km 助言 H18.10.2 I 0191 H18.11.30
佐賀市 一部 唐津市 全域 砂防計画 カラー撮影 12500 727.5㎢ 中日本航空(株) H18.9.21
多久市 全域 武雄市 全域 直接定位計算 12500  　 　450点 助言 H18.10.16 I 0208 H18.10.31
嬉野市 全域   
佐賀市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　3点 国際技術コンサルタント(株) H18.10.25

助言 H18.10.23 I 0230 H19.2.16
佐賀市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 日化エンジニアリング(株) H18.11.1

基準点 ４級  　 　72点 助言 H18.10.31 I 0251 H19.3.22
唐津市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 487.4㎢ 株式会社ＧＩＳ九州 H18.10.13

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 487.4㎢ 助言 H18.10.31 I 0254 H18.12.28
佐賀市 一部   総合計画 カラー撮影 10000 431.4㎢ 国際航業(株) H18.10.16

カラー撮影 20000 204.2㎢ 助言 H18.10.31 I 0257 H19.3.30
武雄市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　2点 東亜建設技術(株) H18.10.30

基準点 ３級  　 　36点 助言 H18.11.2 I 0264 H19.3.15
水　準 ３級  　10.0Km
数値図化 500 0.8㎢

久保田町 一部 小城市 一部 土地改良 基準点 ４級  　 　29点 新日本グラウト工業(株) H18.10.6
平　板 500 0.3㎢ 助言 H18.11.2 I 0267 H19.1.18

鳥栖市 一部 神埼市 一部 道路計画 カラー撮影 8000 128.0㎢ 東武計画(株) H18.9.26
吉野ヶ里町 一部 基山町 一部 助言 H18.11.9 I 0278 H19.1.15
上峰町 全域 みやき町 一部
唐津市 一部 江北町 一部 道路台帳 水　準 ３級  　8.6Km (株)高崎総合コンサルタント H18.8.23

水　準 簡級  　8.6Km 助言 H18.11.13 I 0280 H19.1.31
カラー撮影 4000 6.7㎢
数値図化 500 0.9㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 1.8㎢
基準点 ２級  　 　10点

佐賀市 一部   道路計画 数値図化 1000 5.5㎢ アジア航測(株) H18.7.29
助言 H18.11.13 I 0281 H18.11.30

小城市 一部 白石町 一部 海岸保全 水　準 ２級  　3.2Km (株)コスモエンジニアリング H18.12.18
水　準 ３級  　14.3Km 助言 H19.1.10 I 0351 H19.3.16

唐津市 一部   河川計画 航空レーザ 2500 39.2㎢ (株)パスコ H19.1.12
助言 H19.1.12 I 0355 H19.3.20

土地区画整理（流通業
務団地整備）

佐賀市巨勢町牛島下土地区画整理組合　設立準

佐賀県　　白石町

佐賀県　鳥栖土木事務所

農林水産省　九州農政局　有明海岸保全事業所

佐賀県

佐賀県　　唐津市

佐賀県　　佐賀市

農林水産省　九州農政局　佐賀中部農地防災事業所

佐賀国道事務所

佐賀国道事務所

佐賀国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐賀国道事務所

九州農政局佐賀中部農地防災事業所

佐賀県佐賀土木事務所

九州農政局佐賀中部農地防災事業所

佐賀国道事務所

武雄河川事務所

佐賀県
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

佐賀県 佐賀市 一部 唐津市 一部 地盤変動調査 水　準 １級  　274.0Km 楠光測地設計(株) H18.12.27
鹿島市 一部 小城市 一部 助言 H19.1.26 I 0381 H19.3.23
嬉野市 一部 神埼市 一部
川副町 一部 東与賀町 一部
久保田町 一部 大町町 一部
江北町 一部 白石町 一部
伊万里市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　7点 (株)間瀬コンサルタント H18.12.15

基準点 ２級  　 　6点 助言 H19.1.26 I 0382 H19.3.29
基準点 ４級  　 　170点

佐賀市 一部 神埼市 一部 導水事業計画 数値図化 2500 19.0㎢ (株)パスコ H19.1.25
吉野ヶ里町 一部 上峰町 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 19.0㎢ 助言 H19.1.30 I 0393 H19.3.30
みやき町 一部   
嬉野市 一部   道路台帳 水　準 ３級  　9.9Km 国際航業(株) H19.2.8

数値図化 500 0.8㎢ 助言 H19.2.8 I 0407 H19.3.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 500 2.1㎢

    土地改良 既成図数値化 2500 1476.0㎢ 直営 H18.5.9
既成図数値化 5000 305.0㎢ 助言 H19.2.15 I 0423 H20.3.31
既成図数値化 10000 421.0㎢
編　集 1000 36.0㎢
編　集 2500 199.0㎢
その他 2500  　349.0Km

神埼市 一部   ダム計画 基準点 ２級  　 　8点 平和測量設計(株) H19.2.16
基準点 ３級  　 　15点 助言 H19.2.16 I 0426 H19.3.26
水　準 ２級  　17.0Km
水　準 簡級  　3.0Km
カラー撮影 8000 6.7㎢
数値図化 1000 2.5㎢

小城市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 95.9㎢ 朝日航洋(株) H19.2.23
助言 H19.2.23 I 0438 H19.3.31

神埼市 一部   河川管理 基準点 ２級  　 　2点 大成ジオテック(株) H19.2.10
基準点 ３級  　 　4点 助言 H19.3.9 I 0455 H19.3.30

久留米市 一部 柳川市 一部 河川管理 数値図化 2500 42.7㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H19.2.12
大川市 一部   助言 H19.3.30 I 0483 H19.3.30
佐賀市 一部 神埼市 一部
川副町 一部 みやき町 一部

長崎県 長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.6㎢ アジア航測(株) H18.1.27
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.6㎢ 助言 H18.5.24 I 0023 H18.12.15

佐々町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ４級  　 　14点 助言 H18.5.25 I 0025 H19.3.29
平　板 500 0.1㎢

佐々町 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ４級  　 　11点 助言 H18.5.25 I 0026 H19.3.29
平　板 500 0.1㎢

島原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　2点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.15
基準点 ３級  　 　12点 助言 H18.6.1 I 0033 H19.3.28
基準点 ４級 0.4㎢　135点
平　板 500 0.4㎢

諌早市 一部   農業集落排水事業 基準点 ２級  　 　28点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.15
基準点 ４級 1.0㎢ 助言 H18.6.15 I 0038 H18.11.30

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　　佐々町

長崎県　　佐々町

長崎県　島原市三会原土地改良区

長崎県　　諌早市

佐賀国道事務所

佐賀県

佐賀河川総合開発工事事務所

佐賀国道事務所

筑後川河川事務所

佐賀県土地改良事業団体連合会

佐賀県　　小城市

佐賀河川総合開発工事事務所

佐賀河川総合開発工事事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

長崎県 雲仙市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　7点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ３級  　 　20点 助言 H18.6.15 I 0039 H18.12.25
基準点 ４級  　 　197点

雲仙市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　10点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ３級  　 　31点 助言 H18.6.15 I 0040 H19.3.29
基準点 ４級  　 　263点

雲仙市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　5点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.20
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.16 I 0044 H18.12.27
平　板 500 0.1㎢

南島原市 一部   ほ場整備 座標変換 地籍図根点  　 　4点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ２級  　 　5点 助言 H18.6.16 I 0046 H19.3.29
基準点 ３級  　 　14点
基準点 ４級  　 　121点
平　板 500 0.3㎢

南島原市 一部   ほ場整備 座標変換 地積図根点  　 　7点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ２級  　 　3点 助言 H18.6.16 I 0047 H19.3.29
基準点 ３級  　 　8点
基準点 ４級  　 　147点
平　板 500 0.2㎢

諌早市 一部   ほ場整備 基準点 ４級  　 　56点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.15
助言 H18.6.19 I 0049 H19.3.30

雲仙市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　12点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.1
基準点 ４級 0.3㎢ 助言 H18.6.23 I 0050 H19.3.29
平　板 500 0.3㎢

諌早市 一部   ほ場整備 基準点 ３級  　 　6点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.3
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.23 I 0052 H19.3.9
平　板 500 0.1㎢

諌早市 一部 雲仙市 一部 道路計画 水　準 簡級  　20.0Km 国際航業(株) H18.7.7
カラー撮影 10000 19.9㎢ 助言 H18.7.7 I 0065 H18.9.29
数値図化 2500 11.1㎢

平戸市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　3点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.7.18
基準点 ４級  　 　13点 助言 H18.7.10 I 0066 H19.3.29
平　板 500 0.1㎢

西海市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.8.1
基準点 ４級  　 　35点 助言 H18.7.20 I 0070 H19.3.30
平　板 500 0.1㎢

諌早市 全域   都市計画 数値図化 1000 23.8㎢ (株)パスコ H18.6.28
数値図化 2500 288.4㎢ 助言 H18.7.25 I 0074 H19.3.20
編　集 2500 312.2㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 312.2㎢

佐世保市 一部   総合計画（基準点移 基準点 １級  　 　1点 （有）サン測量設計 H18.8.1
助言 H18.7.31 I 0082 H18.8.31

佐世保市 一部   基準点 街区三角点 10.3㎢　35点 九州オリエント測量設計(株) H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　167点 助言 H18.7.31 I 0093 H19.1.22
基準点 街区点  　 　2400点

佐世保市 一部   基準点 街区三角点 9.5㎢　56点 (株)新世コンソーシアム H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　279点 助言 H18.7.31 I 0094 H19.1.30
基準点 街区点  　 　2800点

佐世保市 一部   基準点 街区三角点  　 　32点 (株)ウエスコ H18.6.20
基準点 街区多角点  　 　154点 助言 H18.7.31 I 0095 H19.1.15
基準点 街区点  　 　2100点

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（佐世保市第１地区・
第２地区）

雲仙市　山田原土地改良区

長崎県　　雲仙市

雲仙市土黒土地改良区

長崎県　　諌早市

雲仙市鬼池土地改良区

諌早市飯盛北部土地改良区

長崎県 島原振興局

長崎県　　平戸市（田平支所）

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

長崎県　　西海市

長崎県　　諌早市

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

長崎県　　佐世保市

南島原市　布津北部土地改良区

南島原市布津北部土地改良区
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

長崎県 島原市 一部   基準点 街区三角点 5.6㎢　11点 太洋技研(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　124点 助言 H18.7.31 I 0096 (株)上田測量設計 H18.10.27
基準点 街区点  　 　1615点 光栄測量(株)

対馬市 一部   基準点 街区多角点 0.8㎢　17点 太洋技研(株) H18.6.19
基準点 街区点  　 　168点 助言 H18.7.31 I 0097 (株)上田測量設計 H18.12.25

光栄測量(株)
五島市 一部   基準点 街区三角点 2.9㎢　16点 太洋技研(株) H18.6.19

基準点 街区多角点  　 　59点 助言 H18.7.31 I 0098 (株)上田測量設計 H18.12.25
基準点 街区点  　 　562点 光栄測量(株)

島原市 一部   総合計画 座標変換 ２級  　 　14点 (株)福山コンサルタント H18.8.7
座標変換 ３級  　 　6点 助言 H18.8.11 I 0121 H19.3.20

島原市 一部   ほ場整備 基準点 ２級  　 　6点 長崎県土地改良事業団体連合会 H18.8.1
基準点 ３級  　 　13点 助言 H18.8.11 I 0123 H19.3.30
基準点 ４級 0.2㎢
平　板 500 0.2㎢

長崎市 全域   都市計画 水　準 簡級  　153.6Km 国際航業(株) H18.8.3
カラー撮影 10000 406.4㎢ 助言 H18.8.21 I 0126 H20.2.29
直接定位計算 10000  　 　406点
数値図修正 2500 245.8㎢
数値図化 2500 160.5㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 406.4㎢

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 6.7㎢ (株)パスコ H17.12.16
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.7㎢ 助言 H18.9.6 I 0145 H18.10.31

長崎市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ３級  　 　7点 扇精光(株) H16.10.22
助言 H18.9.20 I 0174 H17.2.16

佐世保市 一部   基準点 ３級  　 　3点 (株)オオバ H18.10.10
助言 H18.10.2 I 0190 H19.3.20

雲仙市 一部   かんがい排水事業 基準点 ２級  　 　4点 内外エンジニアリング(株) H18.10.6
基準点 ４級  　 　25点 助言 H18.10.6 I 0201 H18.12.15
水　準 ３級  　2.3Km
平　板 250 0.1㎢
路　線 500  　1.4Km

島原市 全域   都市計画 水　準 簡級  　23.0Km 国際航業(株) H18.10.12
座標変換 2500 23.5㎢ 助言 H18.10.12 I 0204 H18.12.20
カラー撮影 10000 23.5㎢
直接定位計算 10000  　 　30点
数値図修正 2500 82.8㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 82.8㎢

長崎市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　6点 (株)工藤測量設計 H16.10.22
助言 H18.10.12 I 0206 (株)長崎測量 H17.3.30

(有)吉川土木コンサルタント
扇精光(株)

長崎市 一部   街区点測量 基準点 街区点 1.9㎢
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

H18.9.11

助言 H18.10.25 I 0235 H19.1.23
諫早市 一部 雲仙市 一部 地盤変動調査 水　準 ２級  　35.5Km 西日本開発株式会社 H18.11.1

助言 H18.10.27 I 0247 H18.12.25
長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 6.2㎢ 西日本技術開発(株) H18.8.7

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.2㎢ 助言 H18.10.31 I 0253 H19.2.28
江迎町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　3.8Km (株)パスコ H18.10.20

カラー撮影 5000 4.0㎢ 助言 H18.10.31 I 0258 H18.12.30
数値図化 500 0.6㎢

都市再生街区基本調
査（対馬市第１地区・第
２地区）
都市再生街区基本調
査（五島市第１地区・第
２地区）

都市再生街区基本調
査（島原市第１地区・第
２地区）

雲仙復興事務所

長崎県　島原市柏野・佐野土地改良区

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

長崎県　長崎土木事務所

長崎河川国道事務所

長崎県　県北振興局

長崎県　島原振興局

長崎県　　島原市

長崎県　長崎土木事務所長崎港湾漁港事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　　江迎町

農林水産省　九州農政局　諫早湾干拓事務所

長崎県　　長崎市

国道交通安全施設等
整備
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

長崎県 西海市 一部   固定資産 カラー撮影 10000 241.8㎢ (株)パスコ H18.11.7
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 241.8㎢ 助言 H18.11.7 I 0273 H20.3.31

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 5.7㎢ 国際航業(株) H17.12.19
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.7㎢ 助言 H18.11.9 I 0275 H18.12.15

大村市 一部   下水道計画 水　準 ３級  　18.0Km (株)ウエスコ H18.10.24
カラー撮影 8000 16.3㎢ 助言 H18.11.20 I 0294 H19.3.23
数値図化 1000 5.2㎢

波佐見町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　13.5Km 扇精光(株) H18.11.15
カラー撮影 5000 14.0㎢ 助言 H18.12.1 I 0302 H19.3.2
数値図化 500 0.7㎢

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 12.0㎢ ジーアンドエスエンジニアリング H18.6.7
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 12.0㎢ 助言 H18.12.5 I 0303 H19.1.31

佐世保市 一部   提供施設測量 基準点 ２級  　 　2点 九州測量設計(株) H18.10.28
基準点 ３級  　 　13点 助言 H18.12.5 I 0305 H19.3.28

諌早市 一部 雲仙市 一部 道路計画 数値図化 1000 3.2㎢ 国際航業(株) H18.11.17
助言 H18.12.7 I 0310 H18.12.25

波佐見町 全域   固定資産 カラー撮影 10000 56.0㎢ (株)パスコ H18.7.12
直接定位計算 10000  　 　59点 助言 H18.12.18 I 0317 H19.3.20
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 56.0㎢

諌早市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　15.0Km 扇精光(株) H19.1.5
水　準 ２級  　28.5Km 助言 H18.12.21 I 0330 H19.3.30

新上五島町 一部   砂防計画 数値図化 2500 0.9㎢ (株)パスコ H18.11.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 0.9㎢ 助言 H18.12.25 I 0335 H18.12.21

雲仙市 一部   竣功測量 基準点 ２級  　 　2点 太洋技研(株) H18.12.25
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.12.25 I 0340 H19.1.31

    農業・農村基盤図 既成図数値化 2500 3006.0㎢ 直　営 H18.7.4
編　集 2500  　128.0Km 助言 H19.1.9 I 0350 H20.1.9
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4095.0㎢

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.6㎢ 明治コンサルタント(株) H18.6.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.6㎢ 助言 H19.1.15 I 0356 H19.1.31

島原市 一部 雲仙市 一部 砂防計画 航空レーザ 1000 16.6㎢ 朝日航洋(株) H18.11.22
南島原市 一部   カラー撮影 8000 35.0㎢ 助言 H19.1.15 I 0357 H19.3.23

数値図化 1000 4.4㎢
玉名市 一部   道路計画 水　準 ２級  　7.1Km 東武計画(株) H18.12.5

数値図化 1000 0.4㎢ 助言 H19.1.16 I 0364 H19.3.20
諌早市 一部   基準点 １級  　 　7点 (株)親和テクノ H19.1.9

基準点 ２級  　 　9点 助言 H19.1.18 I 0367 H19.3.26
基準点 ３級  　 　16点
基準点 ４級  　 　118点
水　準 ３級  　14.0Km

諌早市 一部   
干拓地の登記（小江干
拓地他）

基準点 １級  　 　2点 西日本開発(株) H19.1.5

基準点 ２級  　 　3点 助言 H19.1.18 I 0368 H19.3.22
基準点 ３級  　 　9点
基準点 ４級  　 　56点
水　準 ３級  　8.0Km

西海市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 太洋技研(株) H19.1.10
助言 H19.1.18 I 0371 H19.2.23

佐世保市 一部   基準点 ３級  　 　8点 (株)大信技術開発 H19.1.15
助言 H19.1.22 I 0376 H19.3.23

長崎市 一部 西海市 全域 砂防計画 カラー撮影 10000 474.0㎢ 扇精光(株) H19.1.24
長与町 一部 時津町 一部 助言 H19.1.24 I 0377 H19.3.10

長崎県土地改良事業団体連合会

長崎県　　大村市水道局

長崎県　島原振興局

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　　波佐見町

長崎県　　波佐見町

長崎県　長崎土木事務所

福岡防衛施設局

長崎県　上五島土木事務所

長崎県　　諌早市

長崎県　　雲仙市

熊本県　玉名地域振興局

長崎県　　西海市

九州農政局　諌早湾干拓事務所

長崎県　長崎土木事務所

雲仙復興事務所

長崎県　大瀬戸土木事務所

長崎県　県北振興局

長崎県

九州農政局　諌早湾干拓事務所

砂防計画（地すべり対
策）

干拓地の登記（中央干
拓地）
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

長崎県 諌早市 一部 雲仙市 一部 堤防管理 基準点 １級  　 　4点 （株）コンサルタント・オオクボ H19.1.15
基準点 ２級  　 　7点 H19.3.23
基準点 ３級  　 　12点 助言 H19.1.29 I 0383
水　準 ３級  　10.0Km

南島原市 一部   畑地帯総合整備事業 水　準 ３級  　2.5Km 大成ジオテック(株) H19.1.4
カラー撮影 8000 2.7㎢ 助言 H19.1.31 I 0395 H19.3.15
数値図化 1000 0.3㎢

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.0㎢ 応用地質(株) H18.10.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 4.0㎢ 助言 H19.1.31 I 0398 H19.2.28

佐世保市 一部   総合計画 基準点 １級  　 　3点 (株)親和テクノ H19.2.7
助言 H19.2.13 I 0421 H19.3.7

松浦市 一部   海岸台帳 基準点 １級 11点 アジア航測(株) H19.2.16
基準点 ２級 11点 助言 H19.2.16 I 0427 H19.3.31
数値図化 1000  　1.01㎢
縦横断  　11.4Km

長崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 8.2㎢ 八千代エンジニヤリング(株) H17.12.20
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 8.2㎢ 助言 H19.2.20 I 0429 H19.2.28

佐世保市 一部 松浦市 一部 道路計画 水　準 簡級  　53.0Km 東武計画(株) H19.2.8
江迎町 一部 鹿町町 一部 カラー撮影 8000 55.0㎢ 助言 H19.2.23 I 0439 H19.3.30
佐々町 一部   空　三 8000  　 　49Ｍ

雲仙市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　3点 (株)パスコ H19.2.5
基準点 ３級  　 　3点 助言 H19.2.23 I 0440 H19.3.25
基準点 ４級  　 　14点
水　準 ３級  　3.0Km
平　板 500 0.1㎢

平戸市 一部 松浦市 一部 海岸台帳 基準点 ３級  　 　4点 国際技術コンサルタント(株) H19.2.6
数値図化 1000 0.3㎢ 助言 H19.2.28 I 0445 H19.3.31

上五島町 一部   海岸保全 数値図化 1000 0.3㎢ 東亜建設技術(株) H19.2.22
助言 H19.3.12 I 0460 H19.3.20

佐世保市 一部   総合計画 カラー撮影 4000 149.5㎢ (株)パスコ H19.3.1
直接定位計算 4000  　 　303点 助言 H19.3.14 I 0462 H19.3.20

諌早市 一部   道路計画 水　準 簡級  　23.0Km (株)オオバ H19.2.26
カラー撮影 8000 37.9㎢ 助言 H19.3.26 I 0473 H19.7.31
数値図化 2500 23.4㎢

松浦市 一部   地すべり対策 基準点 ３級  　 　4点 大栄開発(株) H19.2.16
基準点 ４級  　 　50点 助言 H19.3.28 I 0476 H19.3.30
平　板 500 0.1㎢

熊本県 八代市 一部 人吉市 一部 総合計画 水　準 簡級  　42.2Km 国際航業(株) H18.4.18
山都町 一部 美里町 一部 カラー撮影 12500 533.0㎢ 助言 H18.4.24 I 0010 H18.9.30
錦町 一部 多良木町 一部 直接定位計算 12500  　 　379点
水上村 一部 相良村 一部
五木村 一部 山江村 一部
あさぎり町 一部   
玉名市 一部   砂防計画 数値図化 2500 1.9㎢ アジア航測(株) H18.2.20

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1.9㎢ 助言 H18.5.17 I 0021 H18.8.31
甲佐町 一部 矢部町 一部 砂防計画 数値図化 2500 0.5㎢ 朝日航洋(株) H18.2.23

助言 H18.6.23 I 0053 H18.7.31
富合町 全域   都市計画 座標変換 2500 19.6㎢ 大成ジオテック(株) H18.6.8

座標変換 10000 19.6㎢ 助言 H18.6.28 I 0062 H18.12.20
小国町 一部   土地改良 成果改算 ２級  　 　5点 (株)技術開発コンサルタント H18.7.10

成果改算 ３級  　 　9点 助言 H18.7.10 I 0067 H18.7.21

長崎県　諌早農村整備事務所（諌早湾干拓堤防管
理事務所）

川辺川ダム砂防事務所

熊本県　玉名地域振興局

熊本県　上益城地域振興局

熊本県　　富合町

(独)緑資源機構九州整備局（阿蘇小国郷建設事業所）

長崎県　島原振興局

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　　佐世保市

長崎県　島原振興局

長崎県　田平土木事務所

長崎河川事務所

長崎県県北振興局　田平土木事務所

長崎県　長崎土木事務所

長崎県　　佐世保市

長崎県　諌早土木事務所

熊本県　上五島土木事務所

長崎県　田平土木事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

熊本県 矢部町 一部   砂防計画 数値図化 2500 1.8㎢ (株)パスコ H18.7.12
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1.8㎢ 助言 H18.7.12 I 0069 H18.9.29

氷川町 全域   都市計画 カラー撮影 10000 33.3㎢ (株)パスコ H18.7.20
直接定位計算 10000  　 　72点 助言 H18.7.20 I 0072 H19.1.31
数値図化 2500 9.9㎢
数値図修正 2500 23.4㎢
座標変換 2500 23.4㎢
編　集 10000 33.3㎢

山鹿市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 48.4㎢ (株)パスコ H18.6.13
直接定位計算 10000  　 　53点 助言 H18.7.27 I 0078 H18.12.20
数値図化 2500 7.6㎢
数値図修正 2500 42.4㎢
編　集 5000 48.4㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 48.4㎢

八代市 一部 水上村 一部 森林計画 撮　影 20000 435.0㎢ 大和測量設計(株) H18.9.1
相良村 一部 五木村 全域 助言 H18.7.31 I 0081 H18.11.25
山江村 一部 あさぎり町 一部
菊池市 一部   基準点 街区三角点 0.5㎢  　7点 (株)有明測量開発社 H18.6.19

基準点 街区多角点  　 　24点 助言 H18.7.31 I 0099 H18.11.27
基準点 街区点  　 　62点

天草市 一部   基準点 街区三角点 1.5㎢　11点 (株)有明測量開発社 H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　55点 助言 H18.7.31 I 0100 H18.11.27
基準点 街区点  　 　100点

熊本市 一部   土地改良 基準点 ２級 0.5㎢  　1点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.8.10
基準点 ３級  　 　6点 助言 H18.8.10 I 0119 H19.2.28

南小国町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.8.21
助言 H18.8.21 I 0125 H19.3.23

南阿蘇村 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.7.26
基準点 ３級  　 　11点 助言 H18.8.28 I 0131 H19.2.28

山鹿市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　1点 東亜建設技術(株) H18.8.30
基準点 ３級  　 　14点 助言 H18.8.30 I 0136 H18.12.26

八代市 一部   都市再生街区基本調 座標変換 １級  　 　18点 (株)第一コンサルタント H16.9.27
座標変換 ２級  　 　11点 助言 H18.9.4 I 0144 (株)スペック H17.2.21

城南町 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　8点 国際航業(株) H18.9.1
助言 H18.9.11 I 0150 H19.3.31

芦北町 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　50点 (株)十八測量設計 H18.9.7
助言 H18.9.21 I 0176 H19.1.29

熊本市 一部   基準点 ４級  　 　228点 (株)大進コンサルタント H18.7.25
助言 H18.9.21 I 0177 H19.3.23

天草市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　4点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.9.27
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.9.27 I 0187 H19.1.26
平　板 500 0.2㎢

水俣市 一部 津奈木町 一部 土地改良 基準点 ２級  　 　6点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.9.27
助言 H18.10.6 I 0197 H19.1.19

合志市 全域   固定資産 数値撮影 160.8㎢ (株)パスコ H18.10.6
直接定位計算 53.2㎢ 助言 H18.10.6 I 0200 H18.12.1
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 53.2㎢

小国町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　5点 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.10.25
平　板 500 0.6㎢ 助言 H18.10.18 I 0218 H19.3.20

熊本市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.8㎢ 株式会社光進測量社 H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0236 H19.1.30

都市再生街区基本調
査（菊池市第１地区・第
２地区）
都市再生街区基本調
査（天草市第１地区・第
２地区）

熊本県　上益城地域振興局

熊本県　　山鹿市

熊本県　　氷川町

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

独立行政法人　緑資源機構　九州整備局

熊本県

熊本県　　八代市

熊本県　　山鹿市

熊本県（阿蘇地域振興局）

熊本県　　芦北町

熊本県　　熊本市

熊本県　　城南町

熊本県（天草地域振興局）

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

熊本県（芦北地域振興局）

熊本県　　合志市

独立行政法人　緑資源機構　九州整備局

道路台帳（白藤・川尻
地区）
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

熊本県 熊本市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.8㎢ 東和測量設計株式会社 H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0237 H19.1.30

宇土市 一部   総合計画 カラー撮影 10000 132.6㎢ (株)ＧＩＳ九州 H18.10.30
その他 2500 74.2㎢ 助言 H18.11.2 I 0266 H19.3.20

宇城市 一部 富合町 一部 砂防計画 数値図化 2500 3.9㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H18.10.25
助言 H18.11.17 I 0282 H18.11.14

天草市 一部   砂防計画 数値図化 2500 1.3㎢ (株)ウエスコ H18.10.18
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1.3㎢ 助言 H18.11.20 I 0292 H19.2.28

甲佐町 一部 山都町 一部 砂防計画 数値図化 2500 1.9㎢ 東武計画(株) H18.9.27
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 1.9㎢ 助言 H18.11.20 I 0293 H19.2.28

南阿蘇村 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 三州技術コンサルタント(株) H18.12.5
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.11.22 I 0296 H19.2.16

水俣市 全域   固定資産 数値撮影 12500 162.9㎢ 朝日航洋(株) H18.11.20
直接定位計算 12500  　 　326点 助言 H18.11.24 I 0297 H19.1.31

小国町 全域   総合計画 座標変換 5000 137.0㎢ 大成ジオテック(株) H18.11.1
カラー撮影 25000 137.0㎢ 助言 H18.12.7 I 0309 H19.3.30
写測修正 5000 137.0㎢

合志市 一部   都市計画 座標変換 2500 24.3㎢ (株)パスコ H18.12.21
数値図修正 2500 3.9㎢ 助言 H18.12.21 I 0318 H19.3.23

大津町 一部   基準点 ３級  　 　9点 (株)長田測量設計 H18.10.31
基準点 ４級  　 　34点 助言 H18.12.21 I 0321 H19.3.9

荒尾市 一部 山鹿市 一部 基準点 ３級  　 　13点 大和コンサル(株) H18.12.21
基準点 ４級  　 　42点 助言 H18.12.21 I 0322 H19.3.9

宇土市 一部   基準点 １級  　 　5点 (株)パスコ H18.12.21
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.12.21 I 0323 H19.3.9

津奈木町 一部   座標変換 ２級  　 　3点 (株)新世コンソーシアム H18.12.21
基準点 ３級  　 　12点 助言 H18.12.21 I 0324 H19.3.9
基準点 ４級  　 　40点

多良木町 一部   砂防計画 カラー撮影 10000 35.8㎢ (株)パスコ H18.12.25
直接定位計算 10000  　 　19点 助言 H18.12.25 I 0336 H19.3.23
数値図化 2500 3.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 3.0㎢

熊本市 一部   道路台帳 成果改算 ４級  　 　4482点 (株)河津測量設計 H18.11.1
助言 H19.1.9 I 0346 H19.3.28

山鹿市 一部   砂防計画 数値図化 2500 2.3㎢ 朝日航洋(株) H18.11.9
助言 H19.1.12 I 0353 H19.3.26

熊本市 一部 阿蘇市 一部 河川計画 水　準 簡級  　45.0Km 東亜建設技術(株) H18.12.27
大津町 一部 菊陽町 一部 カラー撮影 12500 125.6㎢ 助言 H19.1.16 I 0365 H19.3.16
南阿蘇村 一部   数値図化 2500 16.7㎢

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 130.1㎢
八代市 一部 相良村 全域 河川管理 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5000 517.4㎢ 東亜建設技術(株) H19.1.9
五木村 全域 山江村 一部 助言 H19.1.16 I 0366 H19.2.28
阿蘇市 一部   土地改良 水　準 ４級  　6.0Km 熊本県土地改良事業団体連合会 H19.1.11

数値図化 1000 0.9㎢ 助言 H19.2.8 I 0414 H19.3.20
五木村 一部   砂防計画 直接定位計算 8000  　 　294点 (株)日航コンサルタント H18.12.6

数値図化 2500 8.4㎢ 助言 H19.2.8 I 0415 H19.3.23
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 8.4㎢

高森町 一部   施設管理 基準点 ２級  　 　2点 復建調査設計(株) H19.1.15
基準点 ３級  　 　1点 助言 H19.2.15 I 0425 H19.3.28
基準点 ４級  　 　108点
水　準 ３級  　15.5Km
水　準 ４級  　6.6Km

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

熊本県宇土市

熊本県（球磨地域振興局）

熊本県　宇城地域振興局

熊本県　天草地域振興局

熊本県　上益城地域振興局

熊本河川国道事務所

熊本県　　水俣市

熊本県　　合志市

熊本県（球磨地方振興局）

熊本河川国道事務所（阿蘇国道維持出張所）

熊本河川国道事務所（山鹿維持出張所）

熊本河川国道事務所（熊本維持出張所）

熊本河川国道事務所（八代維持出張所）

熊本県　　小国町

熊本県　鹿本地域振興局

立野ダム工事事務所

熊本県　　熊本市

環境省 九州地方環境事務所 国立公園・保全整備課

川辺川ダム砂防事務所

熊本県　　阿蘇市

道路台帳（阿蘇国道維
持出張所管内）
道路台帳（山鹿維持出
張所管内）
道路台帳（熊本維持出
張所管内）
道路台帳（八代維持出
張所）
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

熊本県 益城町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　3点 (株)水野建設コンサルタント H18.12.6
基準点 ３級  　 　5点 助言 H19.2.20 I 0430 H19.3.23
基準点 ４級  　 　80点

阿蘇市 一部 高森町 一部 砂防計画 数値図化 2500 5.4㎢ 中日本航空(株) H19.2.19
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.4㎢ 助言 H19.2.20 I 0431 H19.3.26

南阿蘇村 一部   道路計画 水　準 ３級  　4.6Km 東亜建設技術(株) H19.2.23
助言 H19.2.23 I 0437 H19.3.30

南阿蘇村 一部   地形測量（ほ場整備） 水　準 ４級  　2.5Km 大成ジオテック(株) H19.2.1
カラー撮影 8000 5.4㎢ 助言 H19.2.23 I 0441 H19.3.9
写測修正 1000 0.6㎢
既成図数値化 1000 0.6㎢
座標変換 1000 0.6㎢

熊本市 一部   河川計画 数値図修正 2500 27.5㎢ 東亜建設技術(株) H19.2.20
助言 H19.2.23 I 0442 H19.3.26

熊本市 一部 玉名市 一部 道路計画 空　三 8000  　 　21Ｍ 朝日航洋(株) H19.3.9
数値図化 2500 14.0㎢ 助言 H19.3.9 I 0453 H19.3.30

荒尾市 一部   
地盤変動調査（１級水
準点移設）

水　準 １級 0.2Km  1点 (株)橋本測地設計事務所 H19.3.10

助言 H19.3.12 I 0459 H19.3.30
天草市 一部   道路計画 数値撮影 8000 120.0㎢ (株)パスコ H19.3.16
長島町 一部   数値撮影 15000 5.0㎢ 助言 H19.3.16 I 0469 H19.3.20

数値撮影 25000 42.0㎢
数値図化 1000 12.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 120.0㎢

    土地改良 編　集 2500 357.0㎢ 熊本県土地改良事業団体連合会 H18.8.1
既成図数値化 2500 3227.0㎢ 助言 H19.3.30 I 0479 H20.3.31
既成図数値化 5000 3079.0㎢
座標変換 2500 3561.0㎢
座標変換 5000 3079.0㎢
その他 2500 509.0㎢

大分県 別府市 一部   護岸補修 基準点 ３級  　 　6点 (株)ツツミ技研 H18.3.22
基準点 ４級  　 　82点 助言 H18.4.24 I 0011 H18.6.30
平　板 500 0.2㎢

大分市 一部   ほ場整備 数値図化 2500 14.6㎢ 復建調査設計(株) H18.6.23
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 51.1㎢ 助言 H18.6.23 I 0054 H18.10.31

大分市 一部   基準点 街区三角点 5.2㎢  2点 西日本コンサルタント(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　128点 助言 H18.7.31 I 0101 H18.10.30
基準点 街区点

佐伯市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)福山コンサルタント H18.8.1
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.8.3 I 0112 H18.9.30

中津市 一部   砂防計画 数値図化 2500 27.0㎢ (株)日航コンサルタント H17.12.27
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 27.0㎢ 助言 H18.8.30 I 0132 H18.8.31

佐伯市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　20点 (株)冨士設計 H18.8.4
基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.9.11 I 0151 H18.10.31

大分市 一部   土地区画整理 座標変換 １級  　 　1点 梅林建設（株） H18.9.20
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H18.9.21 I 0175 H19.2.20
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級 0.1㎢

豊後高田市 一部   総合計画 基準点 ３級  　 　14点 (株)キョウワ H18.10.2
助言 H18.10.2 I 0193 H19.2.5

9.0㎢
2492点

都市再生街区基本調
査（大分市第４地区・第
５地区）

大分県　別府土木事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

佐伯河川国道事務所

大分県（中津土木事務所）

佐伯河川国道事務所

大分県　大分市賀来西土地区画整理組合

九州幹線道路調査事務所

大分県　　豊後高田市

大分県

熊本県　上益城地域振興局

熊本県　阿蘇地域振興局

熊本河川国道事務所

熊本県　　南阿蘇村

熊本河川国道事務所

熊本河川国道事務所

熊本県　　荒尾市

熊本県土地改良事業団体連合会

－195－



九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

大分県 大分市 一部   都市再生街区基本調 基準点 １級  　 　4点 西日本コンサルタント(株) H18.6.19
基準点 ２級  　 　2点 助言 H18.10.2 I 0195 H18.10.30

竹田市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　1点 東洋技術(株) H18.9.19
助言 H18.10.6 I 0196 H18.10.22

大分市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.3㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0238 H19.1.17

別府市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.3㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0239 H19.1.17

中津市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.6㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0240 H19.1.17

佐伯市 一部   街区点測量 基準点 街区点 0.3㎢ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0241 H19.1.17

大分市 全域   総合計画 既成図数値化 1000 21.0㎢ (株)パスコ H18.10.25
数値図化 1000 245.6㎢ 助言 H18.10.31 I 0255 H20.12.31
数値図修正 1000 4.7㎢
数値図修正 2500 124.7㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 501.1㎢

豊後高田市 全域   河川管理 数値図化 2500 9.6㎢ 大成ジオテック(株) H18.9.2
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.1㎢ 助言 H18.10.31 I 0256 H19.3.15

豊後高田市 全域   水田地形・環境調査 カラー撮影 10000 206.6㎢ 写測エンジニアリング（株） H18.11.20
数値図化 2500 34.0㎢ 助言 H18.11.17 I 0284 H19.3.7
数値図修正 2500 47.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 206.6㎢

大分市 全域   総合計画 座標変換 １級  　 　79点 東洋技術(株) H18.10.24
座標変換 ２級  　 　52点 助言 H18.11.17 I 0288 H19.1.31
座標変換 ３級  　 　54点

宇佐市 一部   砂防計画 数値図化 2500 16.8㎢ 復建調査設計(株) H18.11.11
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 55.9㎢ 助言 H18.12.21 I 0319 H19.3.15

別府市 全域   固定資産 数値撮影 10000 125.3㎢ 朝日航洋(株) H18.12.21
助言 H18.12.21 I 0334 H19.3.20

日田市 一部   宅地開発 基準点 ２級  　 　4点 東亜建設技術(株) H18.12.26
基準点 ３級  　 　6点 助言 H18.12.26 I 0345 H19.3.20
平　板 500 0.5㎢

九重町 一部   用地測量 基準点 １級  　 　2点 応用地質(株) H18.11.27
基準点 ２級  　 　4点 助言 H19.1.12 I 0352 H19.3.23
基準点 ４級  　 　57点

中津市 一部   道路計画 水　準 簡級  　15.0Km (株)パスコ H18.12.6
カラー撮影 10000 16.9㎢ 助言 H19.1.22 I 0374 H19.2.15
数値図化 1000 5.0㎢

中津市 一部   砂防計画 数値図化 2500 20.6㎢ 国際航業(株) H18.10.3
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 20.6㎢ 助言 H19.1.24 I 0378 H19.1.22

日田市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.1㎢ 東亜建設技術(株) H19.1.16
助言 H19.1.26 I 0380 H19.3.23

豊後大野市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　1点 (株)スリーエヌ技術コンサルタント H19.1.9
基準点 １級  　 　4点 助言 H19.3.9 I 0448 H19.3.31
基準点 ２級  　 　4点
基準点 ３級  　 　13点
水　準 ３級  　5.0Km

豊後大野市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　5点 東洋技術(株) H19.1.9
基準点 ２級  　 　5点 助言 H19.3.9 I 0449 H19.3.31
基準点 ３級  　 　12点
水　準 ３級  　7.5Km

冨士・テクノ・上村経常共同企業体

冨士・テクノ・上村経常共同企業体

冨士・テクノ・上村経常共同企業体

冨士・テクノ・上村経常共同企業体

大分県　　大分市

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

大分県　　豊後高田市

大分河川国道事務所

大分県　　大分市

大分県　　大分市

大分県　　別府市

大分県（宇佐土木事務所）

大分県　豊後高田土木事務所

環境省 九州地方環境事務所 国立公園 保全整備課

大分県　日田市土地開発公社

大分県　中津土木事務所

大分県　　日田市

大分県（中津土木事務所）

大分河川国道事務所

大分河川国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

大分県 竹田市 一部 豊後大野市 一部 道路計画 基準点 １級  　 　4点 (株)東亜コンサルタント H19.1.9
基準点 ２級  　 　5点 助言 H19.3.9 I 0450 H19.3.31
基準点 ３級  　 　10点
成果改算 ２級 75.2Km　7点
成果改算 ３級  17.0Km18点
水　準 ３級  　5.4Km

宮崎県 諸塚村 一部 椎葉村 一部 砂防計画 数値図化 2500 5.6㎢ 中日本航空(株) H18.3.27
美郷町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.6㎢ 助言 H18.5.12 I 0015 H18.7.31
都城市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.5.29

基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.5.30 I 0032 H18.6.30
宮崎市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　3点 (株)パスコ H18.6.16

基準点 ３級  　 　5点 助言 H18.6.16 I 0043 H19.3.16
基準点 ４級  　 　29点
平　板 500 0.1㎢

宮崎市 全域   都市計画 水　準 簡級  　127.0Km (株)中庭測量コンサルタント H18.5.22
撮　影 12500 596.8㎢ 助言 H18.6.23 I 0051 H20.3.21
数値図化 2500 309.7㎢
数値図修正 2500 287.1㎢

宮崎市 一部   基準点 ２級  　 　2点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.26 I 0055 H19.3.23

野尻町 一部   基準点 ２級  　 　12点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H18.6.26 I 0056 H19.3.23

綾町 一部   基準点 ２級  　 　3点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.2㎢ 助言 H18.6.26 I 0057 H19.3.23

都城市 一部   基準点 ２級  　 　2点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.26 I 0058 H19.3.23

椎葉村 一部   基準点 ３級  　 　2点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.26 I 0059 H19.3.23

椎葉村 一部   基準点 ３級  　 　2点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.6.26
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.6.26 I 0060 H19.3.23

宮崎市 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　42点 (株)南九州都市開発研究事務所 H18.7.10
助言 H18.7.5 I 0063 H19.3.9

日南市 一部   基準点 街区三角点 2.2㎢  22点 九州工営(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　75点 助言 H18.7.31 I 0102 H18.12.14
基準点 街区点  　 　365点

清武町 一部   基準点 街区三角点 2.0㎢  8点 九州工営(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　49点 助言 H18.7.31 I 0103 H18.12.14
基準点 街区点  　 　790点

小林市 一部   基準点 街区三角点 2.9㎢  19点 日測コンサルタント（株） H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　69点 助言 H18.7.31 I 0104 H18.12.21
基準点 街区点  　 　250点

西都市 一部   基準点 街区三角点 0.4㎢  　6点 日測コンサルタント（株） H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　14点 助言 H18.7.31 I 0105 H18.12.21
基準点 街区点  　 　120点

高鍋町 一部   基準点 街区三角点 2.3㎢　18点 日測コンサルタント（株） H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　59点 助言 H18.7.31 I 0106 H18.12.21
基準点 街区点  　 　487点

小林市 一部 えびの市 一部 砂防計画 数値図化 2500 8.8㎢ 太平洋航業(株) H18.6.19
高原町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 8.8㎢ 助言 H18.8.3 I 0111 H19.3.23

都市再生街区基本調
査（高鍋町第１地区・第
２地区）

土地改良（弥五郎地区
横松換地区）
土地改良（ひえつき地
区向山、日添２換地区）
土地改良（ひえつき地
区川の口下換地区）

都市再生街区基本調
査（西都市第１地区・第
２地区）

都市再生街区基本調
査（小林市第１地区・第
２地区）

都市再生街区基本調
査（日南市第１地区・第
２地区）
都市再生街区基本調
査（清武町第１地区・第
２地区）

土地改良（浦之名地区
１換地区）
土地改良（紙屋第一地
区）
土地改良（古屋二反野
地区大平山換地区）

宮崎県　日向土木事務所

宮崎県　　都城市（高崎総合支所）

宮崎河川国道事務所

宮崎県

宮崎県

宮崎県　　宮崎市

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県　　宮崎市

宮崎県

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

宮崎県　小林土木事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

大分河川国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

宮崎県 延岡市 一部   道路計画 座標変換 ２級  　 　1点 (株)宮崎産業開発 H18.8.10
座標変換 ３級  　 　1点 助言 H18.8.10 I 0118 H18.10.31
基準点 ２級  　 　9点
基準点 ３級  　 　11点

宮崎市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　6点 宮崎県土地改良事業団体連合会 H18.8.21
基準点 ４級 0.1㎢ 助言 H18.8.30 I 0141 H19.3.23

延岡市 一部   道路台帳 水　準 簡級  　8.5Km アジア航測(株) H18.6.21
カラー撮影 4000 1.9㎢ 助言 H18.9.4 I 0143 H19.11.30
数値図化 500 0.3㎢

都城市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　18点 (株)福山コンサルタント H18.7.18
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.9.13 I 0157 H19.3.10
成果改算 ３級  　18.3Km

宮崎市 一部 高鍋町 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　13点 (株)西田技術開発コンサルタント H18.9.14
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.9.14 I 0163 H19.3.15
基準点 ４級  　 　102点
平　板 500 0.5㎢

都城市 一部   水　準 ３級  　70.6Km (株)国土開発コンサルタント H18.9.14
助言 H18.9.14 I 0164 H19.3.20

宮崎市 一部   水　準 ３級  　36.0Km 興建測量設計(株) H18.9.14
助言 H18.9.14 I 0165 H19.3.20

宮崎市 一部 国富町 一部 水　準 ３級  　26.8Km (株)エスケイエンジニアリング H18.7.8
綾町 一部   助言 H18.9.14 I 0166 H19.3.20
宮崎市 一部   砂防計画 数値図化 2500 1.1㎢ アジア航測(株) H17.11.4

数値図修正 2500 1.7㎢ 助言 H18.9.15 I 0172 H18.10.31
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 5.1㎢

日向市 一部 門川町 一部 砂防計画 数値図化 2500 6.0㎢ 中日本航空(株) H18.9.1
諸塚村 一部 椎葉村 一部 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 6.0㎢ 助言 H18.9.27 I 0178 H19.3.31
美郷町 一部   
宮崎市 一部 都城市 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　9点 正栄技術コンサルタント(株) H18.10.2

基準点 ３級  　 　19点 助言 H18.9.27 I 0180 H19.3.15
日南市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　6点 九州工営(株) H18.6.19

助言 H18.9.27 I 0183 H18.12.14
都城市 一部   砂防計画 数値図化 2500 9.3㎢ (株)パスコ H18.8.8

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 9.3㎢ 助言 H18.9.27 I 0185 H19.3.25
高千穂町 一部 日之影町 一部 砂防計画 数値図化 2500 9.5㎢ 国際航業(株) H18.6.27
五ケ瀬町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 49.5㎢ 助言 H18.9.27 I 0186 H19.3.19
宮崎市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 中村測建(株) H18.10.2

助言 H18.10.2 I 0192 H18.11.30
延岡市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　4点 西日本コンサルタント(株) H18.5.19

助言 H18.10.16 I 0209 H19.3.10
延岡市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　7点 太陽技術コンサルタント(株) H18.5.19

助言 H18.10.16 I 0210 H19.3.10
延岡市 一部   砂防計画 数値図化 2500 4.2㎢ アジア航測(株) H18.7.6

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 20.9㎢ 助言 H18.12.7 I 0308 H19.2.6
宮崎市 一部   土地区画整理 基準点 ３級  　 　3点 玉野総合コンサルタント(株) H18.11.10

基準点 ４級  　 　31点 助言 H18.12.21 I 0333 H19.6.26
都城市 一部 日南市 一部 道路計画 水　準 簡級  　42.0Km 大成ジオテック(株) H18.12.26
北郷町 一部   カラー撮影 8000 33.0㎢ 助言 H18.12.26 I 0342 H19.3.20

カラー撮影 12500 49.0㎢
数値図化 1000 7.8㎢

宮崎市 一部 国富町 一部 砂防計画 数値図化 2500 2.3㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H18.9.20
綾町 一部   ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 8.2㎢ 助言 H19.1.22 I 0375 H19.3.25

河川計画（大淀川下流
地区）
河川計画（本庄川地
区）

宮崎河川国道事務所

宮崎県　　宮崎市（高岡総合支所）

延岡河川国道事務所

宮崎河川国道事務所

延岡河川国道事務所

宮崎国道事務所　宮崎維持出張所

宮崎河川国道事務所

宮崎県　宮崎土木事務所

宮崎河川国道事務所

宮崎県　日向土木事務所

宮崎河川国道事務所　都城国道維持出張所

宮崎県　　宮崎市

宮崎県　　日南市

宮崎県　都城土木事務所

宮崎県　西臼杵支庁

延岡河川国道事務所

延岡河川国道事務所

宮崎市花ヶ島南土地区画整理組合

宮崎河川国道事務所

宮崎県　高岡土木事務所

宮崎県　延岡土木事務所

河川計画（大淀川上流
地区）
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

宮崎県 都城市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　3点 正栄技術コンサルタント(株) H19.2.5
基準点 ３級  　 　7点 助言 H19.2.1 I 0401 H19.3.15

えびの市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 (株)大進コンサルタント H18.12.28
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.2.8 I 0410 H19.3.16
基準点 ３級  　 　1点

日南市 一部   砂防計画 数値図化 2500 6.3㎢ 朝日航洋(株) H19.2.8
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 6.3㎢ 助言 H19.2.8 I 0416 H19.3.23

高鍋町 一部 川南町 一部 道路台帳 基準点 ２級  　 　6点 (株)西田技術開発コンサルタント H18.8.9
基準点 ３級  　 　5点 助言 H19.2.8 I 0417 H19.3.15

宮崎市 全域 延岡市 一部 土地改良 既成図数値化 2500 340.0㎢ 直　営 H19.1.31
日南市 一部 小林市 一部 座標変換 2500 340.0㎢ 助言 H19.2.13 I 0422 H20.3.31
日向市 全域 串間市 一部 編　集 2500 910.0㎢
えびの市 全域 北郷町 一部
南郷町 全域 三股町 一部
国富町 一部 綾町 全域
新富町 一部 木城町 一部
川南町 一部 都農町 一部
北川町 一部 高千穂町 一部
宮崎市 一部 高鍋町 一部 海岸保全 基準点 １級  　 　16点 (株)高崎総合コンサルタント H18.11.21
新富町 一部   水　準 ３級  　15.8Km 助言 H19.2.28 I 0446 H19.3.20
宮崎市 一部 清武町 一部 砂防計画 数値図化 2500 0.9㎢ (株)ウエスコ H19.2.1

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 7.4㎢ 助言 H19.3.9 I 0452 H19.5.31
宮崎市 一部   下水道計画 数値図化 500 0.5㎢ 玉野総合コンサルタント(株) H18.12.1

数値図化 1000 4.9㎢ 助言 H19.3.12 I 0461 H19.3.28
都城市 一部 小林市 一部 砂防計画 数値撮影 12000 253.0㎢ アジア航測(株) H19.1.18
えびの市 一部 高原町 一部 助言 H19.3.28 I 0475 H19.3.28

鹿児島県 奄美市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (財)鹿児島土地区画整理協会 H18.4.20
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.4.20 I 0008 H18.9.29
基準点 ４級  　 　70点

徳之島町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　3点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.5.15
基準点 ４級  　 　8点 助言 H18.5.10 I 0014 H18.8.28

徳之島町 一部   下水道計画 水　準 ３級  　9.2Km 大成ジオテック(株) H18.5.24
カラー撮影 5000 7.2㎢ 助言 H18.5.24 I 0024 H18.8.9
数値図化 500 0.5㎢

鹿屋市 一部   固定資産 カラー撮影 5000 440.3㎢ 東亜建設技術(株) H18.5.19
助言 H18.5.29 I 0029 H19.3.20

薩摩川内市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　9点 (株)南日本技術コンサルタンツ H18.6.16
基準点 ３級  　 　16点 助言 H18.6.16 I 0045 H18.8.31
水　準 ３級  　10.0Km

天城町 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 (株)大進 H18.7.1
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.7.7 I 0064 H18.12.19
基準点 ４級  　 　30点
路　線 500  　1.5Km
縦横断 500  　0.2Km

薩摩川内市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　5点 朝日開発コンサルタンツ(株) H18.7.10
基準点 ２級  　 　7点 助言 H18.7.11 I 0068 H18.10.17
水　準 ３級  　 　12点

鹿児島市 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　1点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.7.24
基準点 ２級  　 　2点 助言 H18.7.25 I 0075 H19.3.16
基準点 ３級  　 　2点
基準点 ４級 0.1㎢  　3点

鹿児島県　奄美市

鹿児島県　大島支庁徳之島事務所

鹿児島県　鹿屋市

鹿児島県　徳之島町

鹿児島県　川内土木事務所　甑島土木出張所

農林水産省　徳之島用水農業水利事業所

鹿児島県　鹿児島市

鹿児島国道事務所

宮崎県　日南土木事務所

川内川河川事務所

宮崎河川国道事務所　都城国道維持出張所

宮崎河川国道事務所　宮崎維持出張所

宮崎県土地改良事業団体連合会

宮崎河川国道事務所

宮崎県　　宮崎市上下水道局

宮崎県　宮崎土木事務所

宮崎河川国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鹿児島県 霧島市 一部   基準点 ２級  　 　5点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.1
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.7.25 I 0076 H19.3.30
基準点 ４級 0.1㎢  　5点

霧島市 一部   基準点 ２級  　 　2点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.1
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.7.25 I 0077 H19.3.30
基準点 ４級 0.1㎢   3点

指宿市 一部   基準点 街区三角点 1.9㎢  　9点 (株)みともコンサルタント H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　57点 助言 H18.7.31 I 0107 鹿児島土木設計(株) H18.12.15
基準点 街区点  　 　714点

西之表市 一部   基準点 街区三角点 1.5㎢  5点 (株)みともコンサルタント H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　40点 助言 H18.7.31 I 0108 鹿児島土木設計(株) H18.12.15
基準点 街区点  　 　245点

奄美市 一部   基準点 街区三角点 1.5㎢  11点 大福コンサルタント(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　33点 助言 H18.7.31 I 0109 H18.12.25
基準点 街区点  　 　433点

瀬戸内町 一部   基準点 街区三角点 0.7㎢  　3点 大福コンサルタント(株) H18.6.19
基準点 街区多角点  　 　20点 助言 H18.7.31 I 0110 H18.12.25
基準点 街区点  　 　173点

瀬戸内町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　1点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.10
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.8.3 I 0113 H18.12.8
基準点 ４級 0.1㎢  　2点

垂水市 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　2点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.3
基準点 ２級  　 　2点 助言 H18.8.3 I 0114 H19.3.28
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級 0.1㎢   7点

さつま町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　31点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.10
基準点 ２級  　 　2点 助言 H18.8.3 I 0117 H19.3.23
基準点 ３級  　 　3点
基準点 ４級 0.1㎢  　7点

長島町 一部   土地改良 基準点 ３級 0.1㎢  　3点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.8.21
基準点 ４級  　 　9点 助言 H18.8.10 I 0120 H19.3.20

加治木町 一部   水道施設管理 水　準 簡級  　8.5Km アジア航測(株) H18.7.20
カラー撮影 4000 26.0㎢ 助言 H18.8.16 I 0124 H19.3.23
直接定位計算 4000  　 　71点
数値図化 500 7.1㎢
数値図修正 2500 15.0㎢
数値図化 2500 5.0㎢

南大隈町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　5点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.9.4
基準点 ２級  　 　6点 助言 H18.8.30 I 0138 H19.3.28
基準点 ３級  　 　8点
基準点 ４級  　 　13点

湧水町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 (株)九州開発エンジニヤリング H18.7.7
基準点 ２級  　 　1点 助言 H18.9.6 I 0146 H18.11.30

鹿屋市 一部 肝付町 一部 都市計画 カラー撮影 10000 128.5㎢ (株)パスコ H18.9.1
直接定位計算 10000  　 　95点 助言 H18.9.11 I 0152 H19.2.5
数値図化 2500 54.8㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 128.5㎢
編　集 10000 54.8㎢

都市再生街区基本調
査（西之表市第１地区・
第２地区）

都市再生街区基本調
査（奄美市第１地区・第
２地区）

都市再生街区基本調
査（瀬戸内町第１地区・
第２地区）

土地改良（霧島南部地
区第９換地区）

土地改良（霧島南部地
区第５換地区）

都市再生街区基本調
査（指宿市第１地区・第
２地区）

鹿児島県　加治木耕地事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

鹿児島県　加治木耕地事務所

鹿児島県　出水耕地事務所

鹿児島県　加治木町

鹿児島県　川薩耕地事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

鹿児島県　大島支庁

鹿児島県　鹿屋耕地事務所

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

鹿児島県　鹿屋市

川内川河川事務所

鹿児島県　鹿屋耕地事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鹿児島県 志布志市 一部   都市計画 カラー撮影 10000 34.0㎢ (株)パスコ H18.8.16
直接定位計算 10000  　 　41点 助言 H18.9.11 I 0153 H19.1.12
数値図化 2500 27.0㎢
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 34.0㎢
編　集 10000 27.0㎢

指宿市 一部   都市再生街区基本調 基準点 ２級  　 　2点 (株)みともコンサルタント H18.6.19
助言 H18.9.13 I 0154 鹿児島土木設計(株) H18.12.15

東串良町 一部   土地改良 水　準 簡級  　8.7Km 大成ジオテック(株) H18.9.13
空　三 10000  　 　7Ｍ 助言 H18.9.13 I 0155 H18.10.31
数値図化 1000 1.9㎢

与論町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　7点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.9.21
基準点 ２級  　 　6点 助言 H18.9.13 I 0158 H19.3.22
基準点 ３級  　 　14点
基準点 ４級  　 　77点

与論町 一部   土地改良 基準点 ３級  　 　5点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.9.21
基準点 ４級  　 　25点 助言 H18.9.13 I 0159 H19.3.22

徳之島町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　9点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.9.21
基準点 ３級  　 　14点 助言 H18.9.15 I 0170 H19.3.23
基準点 ４級  　 　39点
平　板 1000 0.5㎢

出水市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 330.7㎢ (株)みともコンサルタント H18.5.23
直接定位計算 10000  　 　369点 助言 H18.9.27 I 0179 H19.3.31

天城町 一部   農業用水施設管理 座標変換 ２級  　 　18点 (株)九州技研コンサルタント H18.9.22
基準点 ２級  　 　7点 助言 H18.9.27 I 0184 H18.11.6

鹿児島市 一部   砂防計画 基準点 １級  　 　3点 (株)建設技術コンサルタンツ H18.10.16
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.10.6 I 0202 H18.11.30

肝付町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　7点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.10.30
基準点 ３級  　 　13点 助言 H18.10.23 I 0227 H19.3.28
基準点 ４級  　 　39点

鹿児島市 一部   街区点測量 基準点 街区点 12.3㎢ 株式会社サタコンサルタンツ H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0242 H18.12.4

鹿児島市 一部   街区点測量 基準点 街区点 11.8㎢ 久永コンサルタント H18.9.11
助言 H18.10.25 I 0243 H18.12.4

志布志市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　9点 株式会社萩原技研 H18.10.27
基準点 ３級  　 　10点 助言 H18.10.27 I 0244 H18.12.8
基準点 ４級  　 　54点
水　準 ３級  　6.1Km

和泊町 一部   土地改良 数値図化 1000 0.3㎢ 大成ジオテック(株) H18.10.19
助言 H18.10.31 I 0259 H19.1.12

志布志市 一部 曽於市 一部 道路計画 カラー撮影 12500 157.0㎢ 大成ジオテック(株) H18.10.1
写真図 5000 4.8㎢ 助言 H18.10.31 I 0260 H19.3.9

出水市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　1点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.11.14
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.11.9 I 0277 H19.3.20

奄美市 一部   土地区画整理 平　板 500 0.1㎢ (財)鹿児島土地区画整理協会 H18.11.10
助言 H18.11.9 I 0279 H19.2.28

姶良町 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　41点 (財)鹿児島土地区画整理協会 H18.12.1
助言 H18.11.17 I 0290 H19.3.30

鹿児島市 一部   砂防計画 基準点 １級  　 　3点 砂防エンジニアリング(株) H18.11.20
基準点 ３級  　 　3点 助言 H18.11.20 I 0291 H18.12.30

薩摩川内市 一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　6点 鹿児島土木設計(株) H18.9.30
基準点 ３級  　 　21点 助言 H18.11.24 I 0298 H19.2.28
基準点 ４級  　 　66点

鹿児島県　大島支庁　沖永良部事務所

鹿児島県　　志布志市

鹿児島県　出水市

鹿児島県　大島支庁　徳之島事務所

鹿児島県　指宿市

鹿児島県　鹿屋耕地事務所

鹿児島県　大島支庁　沖永良部事務所

農林水産省九州農政局　徳之島用水農業水利事

大隅河川国道事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

鹿児島県大隅土木事務所

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

鹿児島県鹿屋耕地事務所

鹿児島県　出水耕地事務所

鹿児島県　姶良町

大隅河川国道事務所

鹿児島県　　奄美市

鹿児島県　大島支庁　沖永良部事務所

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所

鹿児島国道事務所
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鹿児島県 出水市 一部   河川計画 水　準 簡級  　15.0Km (株)パスコ H18.11.24
空　三 8000  　 　7Ｍ 助言 H18.11.24 I 0299 H19.1.15
数値図化 1000 1.4㎢

霧島市 一部   総合計画 基準点 ２級  　 　1点 （株）南生測量設計 H18.9.4
助言 H18.12.1 I 0300 H19.2.23

錦江町 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H19.1.10
基準点 ３級  　 　1点 助言 H18.12.21 I 0326 H19.3.30
基準点 ４級  　 　3点

長島町 一部   土地改良 座標変換 ２級  　 　7点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.12.21
基準点 ３級  　 　4点 助言 H18.12.21 I 0328 H19.3.30
基準点 ４級  　 　5点

奄美市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H18.12.27
基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.12.21 I 0329 H19.3.23
基準点 ４級  　 　3点

鹿屋市 一部 垂水市 一部 道路台帳 座標変換 ２級  　 　4点 大福コンサルタント(株) H18.12.26
志布志市 一部 東串良町 一部 基準点 ２級  　 　15点 助言 H18.12.26 I 0341 H19.3.15
肝付町 一部   基準点 ３級  　 　5点

基準点 ４級  　 　121点
一部   道路台帳 基準点 ２級  　 　10点 三州技術コンサルタント(株) H18.12.20

基準点 ３級  　 　11点 助言 H19.1.15 I 0358 H19.3.20
鹿児島市 一部   砂防計画 数値図化 2500 20.3㎢ (株)千代田コンサルタント H18.8.10

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 20.3㎢ 助言 H19.1.15 I 0359 H19.3.16
鹿児島市 一部   砂防計画 数値図化 2500 24.3㎢ 東亜建設技術(株) H18.8.10

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 24.3㎢ 助言 H19.1.15 I 0360 H19.3.16
鹿児島市 一部   砂防計画 数値図化 2500 19.4㎢ 大成ジオテック(株) H18.8.10

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 19.4㎢ 助言 H19.1.15 I 0361 H19.3.16
垂水市 一部 錦江町 一部 砂防計画 数値図化 2500 29.9㎢ アジア航測(株) H18.8.10

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 29.9㎢ 助言 H19.1.15 I 0362 H19.3.16
鹿児島市 一部   砂防計画 数値図化 2500 18.8㎢ (株)パスコ H18.10.12

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2500 18.8㎢ 助言 H19.1.15 I 0363 H19.3.23
鹿児島市 一部   地盤変動調査 水　準 １級  　24.0Km 玉野総合コンサルタント(株) H18.12.25

助言 H19.1.18 I 0370 H19.3.20
鹿屋市 一部 東串良町 一部 河川計画及び管理 水　準 ３級  　51.2Km 新和技術コンサルタント(株) H19.1.18
肝付町 一部   助言 H19.1.18 I 0373 （株）丸建技術 H19.3.16

(株)国土技術コンサルタンツ
(株)コバルト技建

湧水町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 西技測量設計(株) H18.12.28
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.1.29 I 0385 H19.3.16

さつま町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　3点 新和技術コンサルタント(株) H18.12.23
基準点 ２級  　 　10点 助言 H19.1.29 I 0386 H19.3.30
基準点 ３級  　 　25点

さつま町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 平和測量設計(株) H18.12.23
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.1.29 I 0387 H19.3.23
基準点 ３級  　 　7点

薩摩川内市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 大福コンサルタント(株) H19.1.29
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.1.29 I 0388 H19.3.23
基準点 ３級  　 　6点

南さつま市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 (財)鹿児島土地区画整理協会 H19.1.18
基準点 ３級  　 　8点 助言 H19.1.29 I 0390 H19.6.25
基準点 ４級  　 　138点

鹿児島県　　霧島市横川総合支所

鹿児島県　出水土木事務所

鹿児島県　　錦江町

鹿児島国道事務所

鹿児島県

大隅河川国道事務所

鹿児島県　長島町

鹿児島県　大島支庁

川内川河川事務所

鹿児島県　鹿児島市

大隅河川国道事務所

鹿児島県

鹿児島県

川内川河川事務所

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県　　南さつま市

川内川河川事務所

川内川河川事務所

いちき串木
野市
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九州地方

都道府県名 測量目的 測量種別 縮尺・等級 事業量 作業機関 自至時期測量地域 計画機関

鹿児島県 肝付町 一部   建設発生土受入地計 基準点 ２級  　 　3点 (株)萩原技研 H19.1.30
基準点 ３級  　 　6点 助言 H19.1.30 I 0391 H19.3.27

鹿児島市 一部   その他（街区基本調査） 基準点 街区点 13.4㎢ (株)怡土 H18.12.19
助言 H19.1.30 I 0394 H19.3.26

薩摩川内市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 （株）コバルト技建 H18.12.23
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.1.31 I 0399 H19.3.19
基準点 ３級  　 　3点

さつま町 一部   河川計画 基準点 ２級  　 　2点 九州建設コンサルタント(株) H19.1.15
基準点 ３級  　 　2点 助言 H19.1.31 I 0400 H19.3.23

大口市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　2点 ワコー測量設計(株) H18.12.28
基準点 ２級  　 　2点 助言 H19.2.1 I 0402 H19.3.23
基準点 ３級  　 　1点

薩摩川内市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　2点 (株)新日本技術コンサルタント H19.1.29
基準点 ２級  　 　2点 助言 H19.2.1 I 0403 H19.3.23
基準点 ３級  　 　2点

さつま町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　3点 (株)久永コンサルタント H19.1.30
基準点 ２級  　 　4点 助言 H19.2.2 I 0406 H19.3.30
基準点 ３級  　 　19点

さつま町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　1点 (株)日東技術コンサルタント H18.12.28
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.2.8 I 0408 H19.3.16
基準点 ４級  　 　16点

薩摩川内市 一部   河川計画 基準点 １級  　 　5点 （株）丸建技術 H19.2.5
基準点 ２級  　 　8点 助言 H19.2.8 I 0409 H19.3.23
基準点 ３級  　 　18点

大口市 一部 菱刈町 一部 河川計画 基準点 １級  　 　3点 大和コンサル(株) H19.2.8
基準点 ２級  　 　1点 助言 H19.2.8 I 0411 H19.3.23
基準点 ３級  　 　8点

菱刈町 一部   河川計画 基準点 １級  　 　5点 (株)高崎総合コンサルタント H18.12.28
基準点 ２級  　 　8点 助言 H19.2.8 I 0412 (株)新世コンソーシアム H19.3.19

奄美市 一部   土地改良 基準点 ２級  　 　2点 鹿児島県土地改良事業団体連合 H19.2.20
基準点 ３級  　 　3点 助言 H19.2.21 I 0434 H19.3.23
基準点 ４級  　 　2点

鹿児島市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 朝日開発コンサルタンツ(株) H19.2.26
水　準 ３級  　2.3Km　1 助言 H19.2.27 I 0444 H19.3.30

霧島市 全域   固定資産 数値図化 2500 1607.0㎢ 国際航業(株) H19.2.1
助言 H19.3.30 I 0480 H19.3.31

国土交通省土地・水資源局　国土調査課

九州農政局　肝属中部農業水利事業所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

川内川河川事務所

鹿児島県　大島支庁

鹿児島国道事務所

鹿児島県　　霧島市

－203－




