
沖縄地方

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

沖縄県 那覇市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　1点 (株)芝岩エンジニアリング H18.5.25

基準点 ２級  　 　2点 助言 H18.5.24 J 0001 H19.3.31

基準点 ３級  　 　3点
水　準 ３級  　4.5Km

那覇市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　2点 (株)大東エンジニヤリング H18.4.15

助言 H18.9.1 J 0002 H19.3.30
那覇市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 (株)沖縄設計センター H18.7.18

基準点 ３級  　 　2点 助言 H18.9.19 J 0003 H19.2.28
基準点 ４級  　 　38点
水　準 ４級  　1.7Km　1

那覇市 一部   都市計画 基準点 ４級
0.1㎢
130点

株式会社　大洋土木コンサルタン
ト

H18.9.5

助言 H18.10.5 J 0004 H18.10.25
中城村 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 株式会社　与那嶺測量設計 H18.9.18

基準点 ３級  　 　10点 助言 H18.9.29 J 0005 H19.2.28
基準点 ４級  　 　127点
平　板 500 0.3㎢

西原町 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 株式会社　与那嶺測量設計 H18.7.26
基準点 ３級  　 　9点 助言 H18.10.10 J 0006 H18.12.15
基準点 ４級  　 　87点

宮古島市 全域   固定資産 カラー撮影 10000 204.5㎢
玉野総合コンサルタント株式会社
沖縄支店

H18.10.2

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1000 204.5㎢ 助言 H18.10.19 J 0007 H19.3.31
国頭村 一部   道路計画 基準点 １級  　 　1点 株式会社　芝岩エンジニアリング H18.10.20

基準点 ２級  　 　1点 助言 H18.10.17 J 0008 H19.3.20
基準点 ４級  　 　11点
水　準 ３級  　2.8Km

南城市 一部   道路計画 基準点 ３級  　 　2点 株式会社　大東エンジニヤリング H18.10.15
助言 H18.11.2 J 0009 H19.3.30

沖縄市 一部   道路計画 基準点 １級  　 　1点 株式会社　大東エンジニヤリング H18.11.30
北谷町 一部   基準点 ２級  　 　13点 助言 H18.12.19 J 0010 H19.3.30
宜野湾市 一部   基準点 ３級  　 　15点
浦添市 一部   
那覇市 一部   
八重瀬町 一部   土地区画整理 基準点 ４級  　 　28点 昭和株式会社 H18.12.8

数値図化 500 0.1㎢ 助言 H19.1.22 J 0012 H19.3.26
那覇市 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　1点 株式会社　大富建設コンサルタン H19.1.11
南風原町 一部   基準点 ３級  　 　7点 助言 H19.2.2 J 0013 H19.3.30
豊見城市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　5点 株式会社　渡南エンジニアリング H18.12.27

基準点 ３級  　 　12点 助言 H19.2.8 J 0014 H19.2.28
基準点 ４級  　 　108点

浦添市 一部   港湾計画 基準点 １級  　 　3点 株式会社　興洋エンジニアリング H19.2.10
那覇市 一部   基準点 ２級  　 　24点 助言 H19.2.26 J 0015 H19.3.15

水　準 ２級  　27.0Km

国頭村 一部   道路計画 基準点 ２級  　 　8点 株式会社　大東エンジニヤリング H18.5.12
大宜味村 一部   基準点 ３級  　 　5点 助言 H19.3.6 J 0016 H19.3.30
名護市 一部   座標変換 ２級  　 　1点

測量地域 計画機関

内閣府　沖縄総合事務局　南部国道事務所

那覇市牧志・安里地区市街地再開発事業準備組

国土交通省　土地・水資源局国土調査課

内閣府　沖縄総合事務局　南部国道事務所

中城村

西原町

内閣府沖縄総合事務局　南部国道事務所

沖縄県　　宮古島市

沖縄県

内閣府沖縄総合事務局　南部国道事務所

八重瀬町

内閣府沖縄総合事務局　南部国道事務所

豊見城市

沖縄総合事務局　那覇港湾・空港整備事務所

内閣府沖縄総合事務局　北部国道事務所
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沖縄地方

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

沖縄県 石垣市 一部   土地区画整理 基準点 ２級  　 　3点 昭和株式会社 H19.3.8
基準点 ３級  　 　12点 助言 H19.3.8 J 0017 H19.3.31

南城市 一部   都市計画 撮　影 5000 49.7㎢ (株)パスコ　沖縄支店 H18.10.2
写測図化 2500 20.4㎢ 助言 H19.3.22 J 0018 H19.3.23
写測修正 2500 25.1㎢

石垣市

南城市
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