
北海道地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

北海道 北広島市 H19.10.18 道路管理 ３級 基準点   14点 北海道石狩支庁 (株)シー・イー・サービス

H20.1.20

北海道 上川町 H20.4.25 道路計画 １級 基準点   4点 北海道上川支庁 (株)開発調査研究所
H20.7.31

北海道 せたな町 H20.6.1 森林計画 20000 撮　影
4190.0

k㎡
北海道 北海航測(株)

今金町 H20.11.21 アジア航測(株)
長万部町
八雲町
上ノ国町
松前町
福島町
木古内町
浦河町
様似町
えりも町
広尾町
新ひだか町
知内町

北海道 寿都町 H20.5.22 河川管理 ３級 基準点   2点 北海道後志支庁 (株)開発調査研究所
H21.2.20

北海道 由仁町 H20.5.23 土地改良 ３級 基準点   22点 北海道空知支庁 北日本技研(株)
H21.1.30

北海道 由仁町 H20.5.23 土地改良 ３級 基準点   26点 北海道空知支庁 (株)北海道農業建設コンサルタント
H20.8.29

北海道 新十津川町 H20.4.21 土地改良 １級 基準点   5点 北海道空知支庁 扇コンサル(株)
H21.3.10 ３級 基準点   10点

北海道 中標津町 H20.5.30 道路計画 ２級 基準点   3点 中標津町 (有)伊藤測量事務所
H20.8.29 ３級 基準点   4点

北海道 滝川市 H20.9.12
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
土地･水資源局国土調査
課

技研測量(株)

H21.2.17

北海道 旭川市 H20.6.25
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.5k㎡
土地･水資源局国土調査
課

日測技研(株)

H21.2.9

北海道 旭川市 H20.9.12
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

東邦コンサルタント(株)

H21.2.13

北海道 旭川市 H20.9.12
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)共和コンサルタント

H21.2.23

北海道 旭川市 H20.9.8
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.5k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)アサヒ建設コンサルタント

H21.2.9

北海道 旭川市 H20.6.25
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 1.1k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)国策測量設計

H21.2.9

北海道 旭川市 H20.9.12
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
土地･水資源局国土調査
課

イズム・日興共同企業体

H21.2.13

北海道 旭川市 H20.9.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)ダイイチプランニング

H21.2.24

北海道 旭川市 H20.9.12
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

イズム・日興共同企業体

H21.3.3

北海道 旭川市 H20.9.10
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)日豊

H21.2.17

北海道 苫小牧市 H20.9.30
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

スミセキ・ジオテクノ(株)

H21.3.6

北海道 苫小牧市 H20.9.30
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

ユニオン・タケカワ共同企業体

H21.3.12

北海道 苫小牧市 H20.9.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)タナカコンサルタント

H21.3.24

北海道 苫小牧市 H20.9.30
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地･水資源局国土調査
課

高崎共同企業体

H21.3.3

北海道 苫小牧市 H20.9.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
土地･水資源局国土調査
課

北王コンサルタント(株)

H21.3.24

測量地域 事業量
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北海道地方
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 H20.9.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)富士建設コンサル

H21.2.26

北海道 旭川市 H20.9.11
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地･水資源局国土調査
課

(株)シン技術コンサル

H21.2.20

北海道 旭川市 H20.9.10
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地･水資源局国土調査
課

旭川・東光共同企業体

H21.2.24

北海道 旭川市 H20.9.10
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地･水資源局国土調査
課

新栄コンサルタント(株)

H21.3.17

北海道 函館市 H20.5.29 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 379.8k㎡ 函館市 (株)GIS北海道

H21.1.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 379.8k㎡
北海道 猿払村 H20.6.12 港湾計画 ３級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 パブリックコンサルタント(株)

H21.3.19
北海道 当別町 H20.6.14 土地改良 ３級 基準点   28点 北海道石狩支庁 パブリックコンサルタント(株)

新篠津村 H21.2.20
北海道 むかわ町 H20.6.25 地すべり対策 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 応用地質(株)

H20.10.31 ３級 基準点   11点
北海道 栗山町 H20.6.17 土地改良 ３級 基準点   16点 北海道空知支庁 パブリックコンサルタント(株)

H21.3.10
北海道 由仁町 H20.7.1 土地改良 ３級 基準点   43点 北海道空知支庁 (株)本山測量設計

H20.7.31
北海道 枝幸町 H20.6.21 道路管理 ２級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 ダイシン設計(株)

H20.11.20 ３級 基準点   1点
北海道 中札内村 H20.6.14 土地改良 １級 基準点   5点 帯広開発建設部 (株)フロンティア技研

H20.10.14

北海道 石狩市 H20.5.30 土砂 2500
既成図数値
化

2.8k㎡ 北海道石狩支庁 共和コンサルタント(株)

三笠市 H20.12.22 2500 数値図修正 2.8k㎡
当別町

北海道 北見市 H20.7.1 道路用地 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (有)興測設計事務所
津別町 H20.12.25 ３級 基準点   7点

北海道 豊富町 H20.6.30 農地開発 ２級 基準点   5点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

和光技研(株)

H20.11.30

北海道 枝幸町 H20.6.9 土地改良 １級 基準点   7点 北海道宗谷支庁 新栄コンサルタント(株)

H20.12.10 ３級 基準点   15点

北海道 新篠津村 H20.6.24 土地改良 ３級 基準点   42点 北海道石狩支庁 (株)香島コンサルタント

H21.3.20

北海道 由仁町 H20.7.1 ほ場整備 ２級 基準点   15点
札幌開発建設部札幌南
農業事務所

サン技術コンサルタント(株)

H20.11.25
北海道 洞爺湖町 H20.7.3 道路用地 ２級 基準点   4点 北海道胆振支庁 日章測量設計(株)

H20.11.19 ３級 基準点   7点
４級 基準点   85点

北海道 旭川市 H20.7.3 道路管理 ３級 基準点   4点 北海道上川支庁 (株)国策測量設計
H20.9.10

北海道 豊富町 H20.6.30 農地開発 ２級 基準点   3点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

(株)田西設計コンサル

H20.8.30
北海道 津別町 H20.7.14 道路用地 １級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)アラソフトウェア

H20.12.1 ３級 基準点   2点
北海道 登別市 H20.7.8 道路用地 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 (株)菅原測量設計

H20.11.7 ３級 基準点   2点
北海道 岩見沢市 H20.7.9 土地改良 ３級 基準点   21点 北海道空知支庁 北日本測地(株)

H21.3.2

北海道 豊富町 H20.7.1 農地開発 ２級 基準点   6点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

二水測量設計(株)

H21.1.28

北海道 豊富町 H20.7.22 農地開発 ２級 基準点   4点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

(株)アリヤス設計コンサルタント

H21.1.30
北海道 南富良野町 H20.7.10 道路用地 ２級 基準点   3点 北海道上川支庁 (株)阿部工測

H20.8.31 ２級 座標変換   2点
北海道 北斗市 H20.7.22 土地改良 ３級 基準点   14点 北海道渡島支庁 北海道土地改良事業団体連合会

H20.8.29

北海道 士幌町 H20.7.10 道路計画 ３級 基準点   8点
帯広開発建設部帯広道
路事務所

(株)ドボク管理

H20.12.10 路　線  6.3km
北海道 厚真町 H20.7.12 土地改良 ３級 基準点   31点 北海道胆振支庁 (株)伸栄コンサル

H21.3.19 ４級 基準点   110点
２級 座標変換   12点
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北海道地方
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 新篠津村 H20.6.13 ほ場整備 ３級 基準点   13点 北海道石狩支庁 (株)東亜エンジニアリング
H20.12.1

北海道 中札内村 H20.7.15 土地改良 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 NTCコンサルタンツ(株)

H20.12.4
北海道 士幌町 H20.7.15 土地改良 ３級 基準点   2点 帯広開発建設部 冨洋設計(株)

上士幌町 H20.10.28

北海道 石狩市 H20.7.18 土地改良 ３級 基準点   11点 北海道石狩支庁 (株)協和コンサルタント

H21.3.10 ４級 基準点   32点
北海道 札幌市 H20.7.19 水質保全 ２級 基準点   1点 札幌市水道局 (株)エル技術コンサルタント

H20.9.22 ３級 基準点   5点
北海道 遠軽町 H20.6.25 道路計画 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 益村測量設計(株)

H20.12.25 ３級 基準点   2点

北海道 豊富町 H20.6.27 農地開発 ３級 基準点   3点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

中央開発(株)

H21.1.30
北海道 豊頃町 H20.7.24 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道十勝支庁 (株)開発調査研究所

H21.2.20
北海道 南富良野町 H20.7.26 道路用地 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)ダイイチプラニング

H20.10.22 ２級 基準点   1点
北海道 上士幌町 H20.7.28 土地改良 ３級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)三祐コンサルタンツ

H21.3.25

北海道 真狩村 H20.7.24 ほ場整備 ３級 基準点   7点 小樽開発建設部 (株)ランドプランニング

H21.3.13
北海道 真狩村 H20.7.24 ほ場整備 ３級 基準点   5点 小樽開発建設部 サン技術コンサルタント(株)

H21.3.13
北海道 室蘭市 H20.8.4 河川計画 ３級 基準点   7点 北海道胆振支庁 (株)シン技術コンサル

H20.12.22
北海道 三笠市 H20.7.30 道路計画 １級 基準点   1点 北海道石狩支庁 パブリックコンサルタント(株)

H21.1.30 ４級 基準点   17点
北海道 豊浦町 H20.8.1 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道胆振支庁 (有)泰成測量

H20.10.29
北海道 南富良野町 H20.7.11 道路計画 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)アサヒ建設コンサルタント

H21.1.13 ３級 基準点   1点
北海道 深川市 H20.6.5 河川計画 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)シン技術コンサル

H21.3.23 ３級 基準点   5点

北海道 豊富町 H20.6.17 農地開発 ２級 基準点   6点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

(株)フロンティア技研

H21.1.21
北海道 壮瞥町 H20.8.5 道路用地 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 (株)下国測量

H20.11.29 ３級 基準点   2点

北海道 北見市 H20.8.1 道路計画 ２級 基準点   1点
網走開発建設部北見道
路事務所

(株)ドボク管理

H20.9.15 路　線  2.0km
北海道 新篠津村 H20.8.5 土地改良 ３級 基準点   11点 北海道石狩支庁 北日本測地(株)

H21.3.20
北海道 愛別町 H20.7.18 道路用地 ２級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)アサヒ建設コンサルタント

H20.10.30 ３級 基準点   7点
北海道 中札内村 H20.8.5 土地改良 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 (株)農土コンサル

H20.11.27
北海道 中札内村 H20.8.5 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 冨洋設計(株)

H20.11.17
北海道 旭川市 H20.8.6 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)葵開発コンサル

H21.3.10 ４級 基準点   58点
北海道 上ノ国町 H20.7.1 砂防計画 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 エイコー技研(株)

H20.11.20
北海道 岩見沢市 H20.8.7 都市計画 12500 カラー撮影 16.9k㎡ 岩見沢市 (株)GIS北海道

H21.2.27 2500 数値図化 1.0k㎡
2500 数値図修正 13.0k㎡

北海道 占冠村 H20.8.18 道路管理 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)シー・イー・サービス
H21.1.20

北海道 旭川市 H20.8.29 都市計画 2500 数値図修正 233.9k㎡ 旭川市 シン・日興共同企業体
H21.3.31

北海道 函館市 H20.8.18 道路防災 ３級 基準点   5点 北海道渡島支庁 明治コンサルタント(株)

H21.3.19
北海道 美唄市 H20.8.20 土地改良 ３級 基準点   23点 北海道空知支庁 内外エンジニアリング北海道(株)

H20.9.20
北海道 えりも町 H20.8.28 港湾管理 ３級 基準点   4点 室蘭開発建設部 (株)山田測量設計

H20.12.4
北海道 倶知安町 H20.8.25 河川計画 ３級 基準点   17点 北海道後志支庁 和光技研(株)

H21.3.19

北海道 美瑛町 H20.8.20 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道上川支庁 東和コンサルタント(株)

H20.10.22
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北海道地方
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 北広島市 H20.8.11 都市計画 ２級 基準点   5点 北広島市 山下コンサルタント(株)

H21.1.5 ３級 基準点   8点
北海道 士幌町 H20.9.1 土地改良 ３級 基準点   1点 帯広開発建設部 冨洋設計(株)

H20.10.28 ３級 水　準   1点

北海道 小清水町 H20.6.20 農道計画 ３級 基準点   3点 北海道網走支庁 (株)アース設計事務所

H21.2.20
北海道 美唄市 H20.7.30 土地改良 ３級 基準点   18点 北海道空知支庁 (株)ルーラルエンジニア

H21.1.30
北海道 雨竜町 H20.8.27 土地改良 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.6k㎡ 北海道空知支庁 アジア航測(株)

H21.3.19 8000 カラー撮影 12.6k㎡
1000 数値図化 5.2k㎡
簡級 水　準  22.0km

北海道 余市町 H20.8.29 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道後志支庁 メルテックコンサルタント(株)
H20.12.22 ３級 基準点   2点

北海道 旭川市 H20.8.30 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道上川支庁 (株)アキマ光測量設計

H20.12.24
北海道 当別町 H20.9.10 土地改良 ２級 基準点   4点 北海道石狩支庁 北海道土地改良事業団体連合会

H20.9.20 ３級 基準点   6点
北海道 新ひだか町 H20.9.4 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)シー・イー・サービス

H21.1.30 ３級 基準点   1点
北海道 千歳市 H20.9.3 道路計画 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 明治コンサルタント(株)

H20.9.25

北海道 音威子府村 H20.8.29 道路計画 ３級 基準点   5点
旭川開発建設部士別道
路事務所

サンコーコンサルタント(株)

H21.2.20
北海道 足寄町 H20.9.25 道路台帳 ２級 基準点   4点 帯広開発建設部 北海道測量事業協同組合

H20.10.5
北海道 岩見沢市 H20.9.16 ほ場整備 ３級 基準点   39点 北海道空知支庁 (株)北海道農業建設コンサルタント

H21.3.19
北海道 岩見沢市 H20.9.10 土地改良 ３級 基準点   52点 北海道空知支庁 (株)ランドプランニング

H21.3.10

北海道 上川町 H20.9.18 ダム管理 ２級 水　準
 67.9km

3点
旭川開発建設部旭川河
川事務所

新栄コンサルタント(株)

H20.11.25

北海道 厚岸町 H20.9.12 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 109.7k㎡ 厚岸町 (株)GIS北海道

H21.3.27
北海道 新篠津村 H20.9.22 土地改良 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 内外エンジニアリング北海道(株)

H20.10.6 ３級 基準点   31点
北海道 広尾町 H20.10.4 道路台帳 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

H20.10.20 ２級 基準点   3点
北海道 豊頃町 H20.9.25 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道十勝支庁 (株)ドーコン

H21.3.23
北海道 留萌市 H20.9.17 河川管理 12500 カラー撮影 50.0k㎡ 留萌開発建設部 日測技研(株)

H21.2.27 2500 数値図化 3.5k㎡
北海道 由仁町 H20.9.20 土地改良 ３級 基準点   35点 北海道空知支庁 (株)グリーン測量

H21.2.27
北海道 広尾町 H20.9.20 海岸保全 １級 基準点   5点 北海道十勝支庁 (有)石丸測量社

H20.11.10
北海道 由仁町 H20.9.12 土地改良 ３級 基準点   5点 北海道空知支庁 拓新エンジニア(株)

H21.1.30

北海道 苫前町 H20.9.29 道路用地 １級 基準点   2点 留萌開発建設部 (株)北建コンサルタント

H20.11.14 ３級 基準点   1点
北海道 上富良野町 H20.7.29 農地防災 ２級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)ルーラルエンジニア

H21.1.30 ３級 基準点   4点

北海道 厚真町 H20.9.25 ほ場整備 ３級 基準点   31点 北海道胆振支庁 北洋コンサルタント(株)

H20.12.10
北海道 雄武町 H20.5.30 土地改良 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)ルーラルエンジニア

H21.2.20 ２級 基準点   2点
３級 基準点   39点
４級 基準点   46点

路　線  11.5km
北海道 共和町 H20.8.29 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道後志支庁 (株)アイネス

H21.3.10
北海道 札幌市 H20.10.15 基準点管理 ２級 基準点   5点 札幌市 (株)中田測量

H21.2.10
北海道 えりも町 H20.10.6 道路防災 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)桜井測量

H20.11.28
北海道 富良野市 H20.10.8 道路管理 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 旭川設計測量(株)

H21.1.30 ３級 基準点   1点
北海道 美唄市 H20.8.22 土地改良 1000 数値図化 36.0k㎡ 札幌開発建設部 北海航測(株)

H21.3.12
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北海道 浦幌町 H20.10.7 道路計画 １級 基準点   2点 帯広開発建設部 太平洋総合コンサルタント(株)
H21.1.30 ２級 基準点   1点

北海道 札幌市 H20.10.15 水道水質保全 ３級 基準点   7点 札幌市水道局 (株)佐川測量社
H21.1.14

北海道 豊富町 H20.10.20 土地改良 ２級 基準点   7点
稚内開発建設部稚内農
業事務所

(株)ズコーシャ

H21.2.27

北海道 帯広市 H20.10.17 土地改良 １級 基準点   5点 帯広開発建設部 北王コンサルタント(株)

中札内村 H21.3.6

北海道 新ひだか町 H20.10.21 道路台帳 １級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)細道コンサルタント

H21.2.27 ３級 基準点   8点
北海道 えりも町 H20.10.14 道路台帳 ３級 基準点   5点 北海道胆振支庁 (株)日高測量

H20.12.10
北海道 新ひだか町 H20.10.25 道路台帳 ３級 基準点   17点 北海道胆振支庁 新和測量(株)

H21.2.27

北海道 足寄町 H20.10.17 環境調査 １級 基準点   3点
独立行政法人森林総合
研究所森林農地整備セ
ンター

(株)サッコウ測地

H21.3.20 ３級 基準点   4点
北海道 札幌市 H20.10.22 道路台帳 １級 基準点   1点 札幌市 (株)エル技術コンサルタント

H21.2.12
北海道 旭川市 H20.10.22 道路用地 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)イズム・グリーン

H21.1.21 ２級 基準点   2点
北海道 札幌市 H20.10.9 砂防計画 2500 数値図化 106.2k㎡ 石狩川開発建設部 日測技研(株)

H21.3.31
北海道 深川市 H20.10.27 農地開発 ３級 基準点   4点 札幌開発建設部 アルスマエヤ(株)

H21.2.27
北海道 鶴居村 H20.10.25 道路計画 ２級 基準点   3点 北海道釧路支庁 日本データーサービス(株)

H21.3.20 ３級 基準点   3点
北海道 妹背牛町 H20.10.25 農地開発 １級 基準点   7点 札幌開発建設部 (株)アルト技研

H21.1.30
北海道 妹背牛町 H20.10.25 土地改良 １級 基準点   5点 札幌開発建設部 サン技術コンサルタント(株)

H21.1.30

北海道 妹背牛町 H20.10.28 土地改良 １級 基準点   8点 札幌開発建設部 (株)ランドプランニング

H21.1.30
北海道 上川町 H20.11.6 道路計画 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 北海道土木設計(株)

H21.1.30 ３級 基準点   1点

北海道 新ひだか町 H20.11.6 海岸保全 １級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)細道コンサルタント

H21.1.30
北海道 幕別町 H20.11.6 道路計画 ３級 基準点   6点 北海道十勝支庁 (株)開発調査研究所

H21.3.19
北海道 旭川市 H20.11.8 道路計画 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)イズム・グリーン

H21.3.23 ２級 基準点   4点

北海道 中標津町 H20.11.4 道路計画 １級 基準点   3点 北海道釧路支庁 北武コンサルタント(株)

H20.11.28 ３級 基準点   7点
北海道 富良野市 H20.11.6 農地開発 ２級 基準点   34点 旭川開発建設部 (株)ドボク管理

中富良野町 H21.3.13
北海道 旭川市 H20.10.29 河川管理 12500 カラー撮影 182.0k㎡ 旭川開発建設部 (株)北海道朝日航洋

東川町 H21.3.17 2500 数値図化 63.9k㎡
東神楽町 簡級 水　準  66.0km
当麻町 空　三   55Ｍ
愛別町
上川町

北海道 共和町 H20.10.31 道路計画 8000 カラー撮影 36.0k㎡ 小樽開発建設部 (株)八州
倶知安町 H21.2.13 空　三   26Ｍ

1000 数値図化 8.8k㎡
北海道 森町 H20.11.10 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 エイコー技研(株)

H20.12.20 ３級 基準点   3点
北海道 帯広市 H20.11.5 土地改良 １級 基準点   4点 帯広開発建設部 (株)アルト技研

H21.3.17
北海道 旭川市 H20.10.2 河川計画 ２級 基準点   5点 旭川開発建設部 (株)及川土木設計

美瑛町 H21.3.23 ２級 水　準   5点
北海道 湧別町 H20.11.13 道路台帳 １級 基準点   4点 北海道網走支庁 (株)エクサ設計

H21.3.25 ３級 基準点   5点
北海道 北斗市 H20.11.12 道路用地 ３級 基準点   5点 函館開発建設部 日鉄鉱コンサルタント(株)

H21.3.9
北海道 網走市 H20.11.14 道路管理 1000 航空レーザ 6.0k㎡ 網走開発建設部 国際航業(株)

H21.2.20
北海道 白老町 H20.11.19 河川計画 ２級 基準点   4点 北海道胆振支庁 和光技研(株)

H21.3.23
北海道 更別村 H20.11.18 農地開発 25000 撮　影 522.9k㎡ 帯広開発建設部 (株)北海道朝日航洋

中札内村 H21.2.25 10000 数値図化 176.5k㎡
帯広市
幕別町
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北海道 北見市 H20.11.21 河川用地 ３級 基準点   9点 北海道網走支庁 サン技術コンサルタント(株)
訓子府町 H21.1.30

北海道 遠軽町 H20.11.22 砂防計画 ３級 基準点   4点 北海道網走支庁 (株)カワムラ
H20.12.25

北海道 湧別町 H20.11.22 河川用地 １級 基準点   1点 北海道網走支庁 北海設計(株)
H21.1.30 ３級 基準点   5点

北海道 佐呂間町 H20.11.22 道路用地 １級 基準点   6点 北海道網走支庁 (株)カワムラ
H20.12.25 ３級 基準点   8点

北海道 札幌市 H20.11.27 河川用地 １級 基準点   7点 札幌市 (株)白広測量
H21.2.18

北海道 標茶町 H20.11.22 農道計画 １級 基準点   3点 標茶町 (株)郡土木コンサルタント
H21.2.27 ３級 基準点   9点

北海道 新十津川町 H20.10.31 河川計画 ３級 基準点   4点 北海道石狩支庁 (株)ビバリー設計事務所
H21.3.23 ４級 基準点   8点

北海道 中標津町 H20.11.27 道路計画 ２級 基準点   1点
釧路開発建設部中標津
道路事務所

太平洋総合コンサルタント(株)

H21.3.10
北海道 鷹栖町 H20.11.27 都市計画 2500 数値図修正 29.5k㎡ 鷹栖町 (株)シン技術コンサル

H21.3.1
北海道 幌延町 H20.12.1 河川管理 ２級 基準点   1点 留萌開発建設部 小杉測量設計(株)

H20.12.20 ２級 水　準   1点
北海道 浦臼町 H20.11.26 土地改良 １級 基準点   4点 札幌開発建設部 (株)三祐コンサルタンツ

H20.12.19 ３級 基準点   4点
北海道 むかわ町 H20.12.2 河川計画 ２級 基準点   19点 北海道胆振支庁 沼田測量設計(株)

H21.3.23
北海道 東神楽町 H20.10.23 都市計画 12500 数値撮影 26.0k㎡ 東神楽町 (株)北海道朝日航洋

H21.3.10 2500 数値図修正 26.0k㎡
北海道 上士幌町 H20.12.3 土地改良 ３級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)イーエス総合研究所

H21.3.25
北海道 登別市 H20.12.11 漁港整備 ３級 基準点   3点 室蘭開発建設部 東武計画(株)

様似町 H21.1.20 ２級 座標変換   1点
３級 座標変換   1点

北海道 佐呂間町 H20.12.9 河川計画 ３級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)シー・イー・サービス
H21.3.25

北海道 むかわ町 H20.12.17 河川用地 ３級 基準点   2点 室蘭開発建設部 (株)山口技研コンサルタント
H21.2.27 ２級 座標変換   1点

北海道 中川町 H20.10.28 河川管理 12500 カラー撮影 188.0k㎡ 旭川開発建設部 (株)八州
音威子府村 H21.3.19 2500 数値図化 67.0k㎡

北海道 京極町 H20.12.15 砂防計画 １級 基準点   4点 北海道後志支庁 北武コンサルタント(株)

H21.1.23 ３級 基準点   5点

北海道 東川町 H20.9.30 斜面崩壊調査 1000 航空レーザ 2.0k㎡
(独)土木研究所寒地土木
研究所

(株)タナカコンサルタント

H21.1.27
北海道 今金町 H20.9.26 河川計画 2500 数値図化 39.7k㎡ 函館開発建設部 (株)ユニテック

せたな町 H21.3.23
北海道 今金町 H20.12.10 河川計画 2500 数値図化 18.0k㎡ 函館開発建設部 日測技研(株)

H21.3.23
北海道 鹿追町 H20.12.15 砂防計画 ３級 基準点   2点 北海道十勝支庁 和光技研(株)

H21.3.19
北海道 札幌市 H20.10.24 ダム管理 2500 数値図修正 5.2k㎡ 石狩川開発建設部 日測技研(株)

H21.2.5

北海道 壮瞥町 H20.12.19 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道胆振支庁 北洋コンサルタント(株)

H21.3.27 ４級 基準点   8点
北海道 千歳市 H20.12.16 道路用地 ２級 基準点   1点 石狩川開発建設部 (有)坂口測量

H21.3.25
北海道 栗山町 H20.12.27 道路用地 ３級 基準点   1点 札幌開発建設部 (株)ユニオン・コンサルタント

H21.1.19
北海道 稚内市 H21.1.5 道路管理 １級 基準点   1点 稚内開発建設部 グローバルプラネット(有)

H21.1.20
北海道 上ノ国町 H20.12.23 道路計画 １級 基準点   10点 北海道函館土木現業所 (株)シー・イー・サービス

H21.5.15
北海道 壮瞥町 H20.11.5 道路計画 ２級 基準点   2点 北海道胆振支庁 パブリックコンサルタント(株)

H21.3.10 ３級 基準点   3点
北海道 大樹町 H20.12.27 道路管理 １級 基準点   2点 北海道十勝支庁 (株)アリヤス設計コンサルタント

H21.2.20
北海道 江差町 H20.12.25 河川計画 ３級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)ノース技研

H21.3.19
北海道 室蘭市 H21.1.13 道路防災 ３級 基準点   1点 北海道胆振支庁 (株)メイセイ・エンジニアリング

H21.2.28
北海道 むかわ町 H20.12.16 道路台帳 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)大久保測量

H21.2.20 ４級 基準点   3点
北海道 厚岸町 H21.1.9 河川計画 ３級 基準点   2点 厚岸町 和光技研(株)

H21.3.23
北海道 別海町 H20.12.23 道路計画 ３級 基準点   6点 北海道釧路支庁 ダイシン設計(株)

H21.2.20
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北海道 小清水町 H20.11.13 道路計画 １級 基準点   3点
網走開発建設部網走道
路事務所

(株)山腰測量設計事務所

H21.2.17 ２級 基準点   6点
１級 座標変換   1点

北海道 新得町 H21.1.9 土地改良 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 北王コンサルタント(株)

H21.3.23

北海道 函館市 H21.1.22 道路台帳 1000
既成図数値
化

2.2k㎡ 函館開発建設部 (株)道測テクニス

北斗市 H21.3.16
七飯町

北海道 浦河町 H21.1.14 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)サッポロ・エンジニヤーズ
H21.3.30

北海道 新得町 H21.1.8 土地改良 １級 基準点   3点 帯広開発建設部 NTCコンサルタンツ(株)

H21.3.23
北海道 せたな町 H21.1.19 道路計画 8000 カラー撮影 10.6k㎡ 北海道渡島支庁 北海航測(株)

H21.3.19 簡級 水　準  11.0km
空　三   8Ｍ

1000 数値図化 1.0k㎡

北海道 広尾町 H21.1.27 道路用地 １級 基準点   1点
帯広開発建設部広尾道
路事務所

(株)シン技術コンサル

H21.3.23 ２級 基準点   2点
北海道 せたな町 H21.1.30 道路防災 ２級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)牧野測量

H21.3.2 ３級 基準点   4点
北海道 共和町 H20.9.19 道路計画 15000 カラー撮影 73.9k㎡ 北海道後志支庁 (株)シー・イー・サービス

H21.2.28 簡級 水　準  24.0km
2500 数値図化 33.5k㎡

北海道 むかわ町 H21.2.2 河川計画 ２級 基準点   2点 室蘭開発建設部 日測技研(株)
H21.3.10

北海道 旭川市 H21.2.3 道路計画 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)国策測量設計
H21.3.19

北海道 厚真町 H21.2.4 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)牧野測量
H21.3.19

北海道 浦河町 H21.2.3 道路台帳 ２級 基準点   3点 北海道胆振支庁 (株)細道コンサルタント
H21.3.23

北海道 洞爺湖町 H21.2.4 道路計画 １級 基準点   2点 北海道胆振支庁 (株)メイセイ・エンジニアリング
H21.3.23 ３級 基準点   1点

北海道 当別町 H21.2.9 道路計画 １級 基準点   1点 札幌開発建設部 (株)ドーコン
新十津川町 H21.3.19 ３級 基準点   1点

３級 標高補正   1点
北海道 士別市 H21.2.16 砂防計画 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)日興ジオテック

H21.3.23 ３級 基準点   7点
1000 数値図化 2.0k㎡
8000 撮　影 12.3k㎡

北海道 音更町 H21.2.7 道路計画 １級 基準点   1点 北海道十勝支庁 北海道土木設計(株)
H21.3.23 ２級 基準点   2点

３級 基準点   6点

北海道 釧路市 H20.10.20 空港管理 8000 カラー撮影 13.0k㎡
釧路開発建設部釧路港
湾事務所

(株)シン技術コンサル

白糠町 H21.3.6
北海道 日高町 H21.2.6 海岸保全 １級 基準点   4点 北海道胆振支庁 (株)山口技研コンサルタント

H21.3.25

北海道 旭川市 H20.12.26 道路計画 1000 空　三   49Ｍ
旭川開発建設部旭川道
路事務所

北海航測(株)

美瑛町 H21.2.27 2500 空　三   30Ｍ
比布町 1000 数値図化 3.2k㎡
当麻町 2500 数値図化 4.1k㎡
愛別町

北海道 稚内市 H21.2.16 道路管理 １級 基準点   2点
稚内開発建設部稚内開
発事務所

(株)構研エンジニアリング

H21.3.27

北海道 新ひだか町 H21.2.20 土地改良 １級 基準点   1点
(独)森林総合研究所森林
農地整備センター

(株)エーティック

H21.3.25

北海道 函館市 H21.2.9 土地改良 ３級 基準点   4点
函館市石川稜北土地区
画整理組合設立準備委
員会

道農都市開発(株)

H22.3.31 ３級 水　準  3.0km
北海道 雨竜町 H20.9.5 土地改良 10000 カラー撮影 63.0k㎡ 札幌開発建設部 (株)八州

H21.3.16 1000 数値図化 14.0k㎡

北海道 名寄市 H21.2.23 下水道計画
街区三

角点
基準点   1点 名寄市 三共測量コンサルタント(株)

H21.3.17
街区多

角点
基準点   2点

北海道 帯広市 H20.12.17 道路台帳 500
既成図数値
化

5.7k㎡ 帯広開発建設部 (株)パスコ

H21.3.18

－140－



北海道地方
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 比布町 H21.3.5 道路台帳 500
既成図数値
化

12.8k㎡ 旭川開発建設部 (株)ティーネットジャパン

愛別町 H21.3.25
当麻町
上川町
白滝村
名寄市
旭川市
和寒町
剣淵町
士別市

北海道 上士幌町 H21.3.7 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道十勝支庁 (株)開発調査研究所
H21.3.27 ３級 基準点   1点

北海道 伊達市 H21.3.6 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道胆振支庁 (株)アルファ水工コンサルタンツ
H21.3.19

北海道 苫小牧市 H21.3.9 道路管理 ２級 基準点   5点
室蘭開発建設部苫小牧
道路事務所

(株)メイセイ・エンジニアリング

H21.3.25

北海道 斜里町 H21.3.6 道路防災 １級 基準点   1点
網走開発建設部網走道
路事務所

日本工営(株)

H21.3.26 ３級 基準点   5点
北海道 美唄市 H20.10.11 土地改良 ３級 基準点   13点 北海道空知支庁 ダイシン設計(株)

H21.3.10
北海道 芦別市 H21.4.11 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁 ダイシン設計(株)

H21.6.30
北海道 標津町 H21.3.13 河川管理 12500 撮　影 60.0k㎡ 釧路開発建設部 日測技研(株)

中標津町 H21.11.17 2500 数値図化 30.2k㎡
北海道 黒松内町 H21.3.13 河川計画 １級 基準点   1点 北海道後志支庁 (株)アイネス

H21.7.30 ３級 基準点   2点
北海道 音威子府村 H21.3.5 河川管理 １級 基準点   1点 旭川開発建設部 (株)タナカコンサルタント

H21.9.30 ２級 基準点   3点
北海道 上川町 H21.4.21 道路用地 ３級 基準点   4点 旭川開発建設部 (株)イズム・グリーン

H21.6.16 ４級 基準点   93点
路　線  3.6km

北海道 中川町 H21.5.18 河川管理 １級 基準点   3点 旭川開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.10.20 ２級 基準点   5点 (株)日興ジオテック

北海道 中標津町 H21.5.9 道路管理 ３級 基準点   2点 中標津町 (有)サノ測量設計社
H21.7.21

北海道 中標津町 H21.5.9 道路計画 １級 基準点   1点 中標津町 (株)日建エンヂニアリング
H21.7.24 ３級 基準点   4点

路　線  1.7km
北海道 大空町 H21.4.28 空港管理 １級 基準点   3点 北海道網走支庁 (株)北杜設計

H21.11.30 ２級 基準点   4点
３級 水　準  14.8km

北海道 名寄市 H21.2.26 河川管理 ２級 基準点   9点 旭川開発建設部 (株)アサヒ建設コンサルタント
H21.12.11

北海道 浜頓別町 H21.4.24 道路計画 １級 基準点   5点 稚内開発建設部 北陽測量設計(株)
H21.10.30 ２級 基準点   4点

北海道 留萌市 H21.3.4 河川管理 12500 カラー撮影 116.0k㎡ 留萌開発建設部 三和航測(株)
H21.12.15 2500 数値図化 44.3k㎡

北海道 七飯町 H21.5.8 河川計画 １級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所
H21.8.19 ３級 基準点   9点

北海道 厚岸町 H21.6.1
町有地境界測
量

２級 基準点   4点 厚岸町 東邦コンサルタント(株)

H21.8.13
北海道 斜里町 H21.5.14 土地改良 ３級 基準点   3点 北海道網走支庁 (有)藤原工産

H21.7.29 ４級 基準点   10点
北海道 富良野市 H21.5.25 砂防計画 ２級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)アサヒ建設コンサルタント

H21.7.15
北海道 日高町 H21.5.18 道路計画 １級 基準点   2点 室蘭開発建設部 (株)ズコーシャ

H21.6.22 ３級 基準点   1点
北海道 別海町 H21.5.15 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道釧路支庁 岩浅測量設計(有)

H21.6.12
北海道 七飯町 H21.5.15 土地改良 ２級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)竹田測量設計

H21.11.30
北海道 森町 H21.5.15 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)薄田測量設計事務所

H21.7.17
北海道 別海町 H21.5.1 農道計画 ２級 基準点   4点 北海道根室支庁 小林技術コンサルタント(株)

H21.10.30

北海道 旭川市 H21.6.1 基準点管理 ２級 基準点   1点 旭川市 (株)富士建設コンサル

H21.6.30
北海道 中標津町 H21.5.14 道路計画 １級 基準点   2点 中標津町 (株)津村測量設計

H21.7.23 ３級 基準点   8点

北海道 別海町 H21.5.1 農道計画 ２級 基準点   5点 北海道根室支庁 東邦コンサルタント(株)

H21.10.30 ３級 基準点   8点
北海道 八雲町 H21.4.23 土地改良 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)薄田測量設計事務所

H21.7.27
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北海道 置戸町 H21.5.20 河川管理 １級 基準点   23点 網走開発建設部 (株)ムラコシ
大空町 H21.11.30 ３級 基準点   80点

北海道 別海町 H21.5.19 農道計画 ３級 基準点   2点 北海道根室支庁 (株)津村測量設計
H21.12.10

北海道 寿都町 H21.5.1 砂防計画 ３級 基準点   3点 北海道後志支庁 北海航測(株)
H21.8.31 1000 数値図化 0.3k㎡

北海道 芦別市 H21.4.24 道路計画
地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 8.2k㎡ 北海道石狩支庁 (株)シン技術コンサル

H21.10.20 1000 数値図化 1.1k㎡
簡級 水　準  5.7km

北海道 新得町 H21.5.25 土地改良 ３級 基準点   6点 北海道十勝支庁 (株)土木技術コンサルタント
H21.12.15 ４級 基準点   15点

４級 水　準  1.0km
路　線  1.0km

北海道 滝川市 H21.5.13 道路計画 8000 カラー撮影 21.8k㎡ 札幌開発建設部 三和航測(株)
H21.8.31 1000 数値図化 1.4k㎡

北海道 奈井江町 H21.5.23 道路計画 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 明治コンサルタント(株)

H21.10.30 ３級 基準点   2点
北海道 美唄市 H21.5.23 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)

H21.7.31
北海道 釧路市 H21.5.25 河川計画 2500 数値図化 27.6k㎡ 釧路開発建設部 北海航測(株)

釧路町 H21.11.5
弟子屈町

北海道 釧路市 H21.4.28 港湾計画 ３級 基準点   2点 釧路市 東邦コンサルタント(株)

H21.8.10
北海道 釧路市 H21.5.25 河川管理 12500 カラー撮影 92.7k㎡ 釧路開発建設部 日測技研(株)

釧路町 H21.12.11 2500 数値図化 36.2k㎡
弟子屈町

北海道 乙部町 H21.5.27 道路用地 ３級 基準点   1点 函館開発建設部 協友測量設計(株)
H21.6.30

北海道 訓子府町 H21.5.27 道路計画 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 (株)カワムラ
H21.8.28 ３級 基準点   4点

北海道 上富良野町 H21.5.28 ほ場整備 ３級 基準点   17点 北海道上川支庁 (株)みずほ栄設計
H22.3.10 路　線  3.7km

北海道 小清水町 H21.5.27 農道計画 ３級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)中神土木設計事務所
H21.11.20

北海道 壮瞥町 H21.4.30 土地改良 ３級 基準点   7点 北海道胆振支庁 シバタ技術コンサルタンツ(株)
H21.9.30

北海道 栗山町 H21.5.28 ほ場整備 ３級 基準点   44点 北海道空知支庁 アジア航測(株)
H21.9.30 ３級 水　準  8.1km

1000 数値図化 3.1k㎡
北海道 赤井川村 H21.6.8 河川計画 ３級 基準点   5点 北海道後志支庁 オオハシコンサルタント(株)

H21.9.30
北海道 江別市 H21.4.24 土地改良 8000 カラー撮影 56.0k㎡ 北海道石狩支庁 北海航測(株)

当別町 H21.10.30 簡級 水　準  44.1km
月形町 空　三   44Ｍ
新篠津村 1000 数値図化 9.4k㎡

北海道 旭川市 H21.3.5 河川計画 ２級 基準点   2点 旭川開発建設部 荒木測量設計(株)
鷹栖町 H21.11.27 ２級 水　準  1.9km

北海道 長沼町 H21.6.8 道路用地 ２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)モリ技術コンサル
H21.8.31

北海道 北竜町 H21.6.3 道路用地 １級 基準点   1点 北海道石狩支庁 (株)篠田測量事務所
H21.9.30 ３級 基準点   1点

北海道 せたな町 H21.6.5 道路計画 ３級 基準点   1点 北海道檜山支庁 ダイシン設計(株)
H21.7.31

北海道 中標津町 H21.6.4 道路用地 ２級 基準点   1点 中標津町 (株)日建エンヂニアリング
H21.8.24

北海道 新冠町 H21.6.8 土地改良 ２級 基準点   6点 北海道日高支庁 (株)日高測量
H21.10.14 ３級 基準点   10点

北海道 古平町 H21.5.22 砂防計画 １級 基準点   1点 北海道後志支庁 島口測量設計(株)
H21.9.30 ３級 基準点   3点

北海道 厚真町 H21.6.5 森林計画 20000 撮　影
3775.0

k㎡
北海道 (株)八州

平取町 H21.11.20 北海航測(株)
むかわ町
日高町
新冠町
新ひだか町
浦河町
浜頓別町
中頓別町
幌延町
中川町
枝幸町
音威子府村
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北海道 島牧村 H21.5.27 道路台帳 １級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.10.8 ３級 基準点   6点

北海道 天塩町 H21.5.21 道路台帳 ３級 基準点   7点 留萌開発建設部 小杉測量設計(株)
H21.9.17

北海道 美幌町 H21.6.6 道路計画 ３級 基準点   5点 北海道網走支庁 ダイシン設計(株)
H21.7.31

北海道 弟子屈町 H21.5.1 都市計画 16000 数値撮影 48.6k㎡ 弟子屈町 (株)北海道朝日航洋
H21.12.15 2500 数値図化 20.7k㎡

北海道 登別市 H21.6.10 道路計画 ３級 基準点   7点 室蘭開発建設部 (株)渡辺測量
伊達市 H21.9.30

北海道 千歳市 H21.6.11 道路管理 ３級 基準点   14点 千歳市 (株)池田測量設計
H21.12.15

北海道 岩見沢市 H21.6.1 土地区画整理 ３級 基準点   5点 岩見沢市 (株)本山測量設計
H21.7.30

北海道 名寄市 H21.6.19 都市計画
街区多

角点
基準点   1点 名寄市 グローバルプラネット(有)

H21.8.27
北海道 北斗市 H21.6.13 道路用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 道南測量設計(株)

H21.9.30 ３級 基準点   1点
北海道 上ノ国町 H21.6.2 土地改良 ３級 基準点   8点 北海道檜山支庁 道南測量設計(株)

H21.12.21

北海道 斜里町 H21.6.22 河川計画 １級 基準点   2点 北海道網走支庁 北武コンサルタント(株)

H22.1.29 ３級 基準点   10点
３級 水　準  9.0km

北海道 別海町 H21.6.22 道路計画 １級 基準点   1点 北海道釧路支庁 北武コンサルタント(株)

H21.12.10 ３級 基準点   5点
北海道 幕別町 H21.6.4 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道十勝支庁 (株)シビテック

H21.9.30 ３級 座標変換   1点
路　線  1.0km

北海道 中標津町 H21.5.1 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 74.5k㎡ 中標津町 (株)北海道朝日航洋

H21.12.4 2500 数値図化 52.0k㎡

北海道 洞爺湖町 H21.6.22 道路計画 ２級 基準点   1点 北海道胆振支庁 北海道キング設計(株)

H21.11.30 ３級 基準点   3点
北海道 七飯町 H21.6.18 河川用地 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所

H21.8.19
北海道 上川町 H21.6.18 道路用地 １級 基準点   2点 旭川開発建設部 (株)コンストラクションサポート

H21.8.19 ３級 基準点   1点
北海道 富良野市 H21.6.24 都市計画 2500 数値図化 22.3k㎡ 富良野市 (株)シン技術コンサル

H21.12.8
北海道 赤井川村 H21.6.10 道路台帳 １級 基準点   1点 小樽開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H21.10.7 ３級 基準点   7点
北海道 更別村 H21.6.19 河川計画 ３級 基準点   7点 北海道十勝支庁 東和工研(株)

H21.8.31

北海道 恵庭市 H21.6.25 河川計画 ３級 基準点   10点 北海道石狩支庁 明成コンサルタント(株)

H22.2.26
北海道 石狩市 H21.7.24 道路計画 ３級 基準点   4点 札幌開発建設部 植田測量(株)

H21.9.24
北海道 占冠村 H21.6.27 道路台帳 ３級 基準点   8点 旭川開発建設部 パブリックコンサルタント(株)

H21.10.19

北海道 旭川市 H21.7.20 都市計画
街区多

角点
基準点   2点 旭川市 旭川・東光共同企業体

H21.10.30
北海道 赤井川村 H21.7.6 道路計画 ３級 基準点   2点 赤井川村 (株)シー・イー・サービス

H21.10.30
北海道 天塩町 H21.7.2 道路台帳 ３級 基準点   4点 留萌開発建設部 (株)ユニテック

H21.10.7

北海道 石狩市 H21.7.8 道路計画 ２級 基準点   7点 札幌開発建設部 建基コンサルタント(株)

当別町 H21.10.23
新十津川町

北海道 留寿都村 H21.7.16 道路台帳 １級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.10.19 ３級 基準点   3点

北海道 美瑛町 H21.7.10 河川管理 ２級 基準点   3点 旭川開発建設部 (株)アークス山上
H21.10.2

北海道 旭川市 H21.7.15 河川管理 ２級 基準点   1点 旭川開発建設部 (株)富士建設コンサル

愛別町 H21.11.20 ３級 基準点   17点
北海道 南幌町 H21.6.8 河川管理 ３級 基準点   17点 石狩川開発建設部 千廣測量(株)

H21.7.31

北海道 士別市 H21.6.30 道路台帳 ２級 基準点   5点 旭川開発建設部 明成コンサルタント(株)

H21.12.14
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北海道 厚岸町 H21.6.25 道路台帳 １級 基準点   3点 釧路開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.12.7 ３級 基準点   10点

北海道 根室市 H21.6.25 道路台帳 １級 基準点   3点 釧路開発建設部 (株)ズコーシャ
H21.11.30 ３級 基準点   24点

北海道 せたな町 H21.7.8 道路防災 ３級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)アサヒ建設コンサルタント
H21.10.30

北海道 厚岸町 H21.5.21 道路計画 8000 撮　影 28.6k㎡ 釧路開発建設部 (株)八州
釧路町 H21.12.15 1000 数値図化 5.7k㎡

北海道 赤井川村 H21.6.25 道路用地 ３級 基準点   1点 赤井川村 HRS(株)
H21.8.30

北海道 石狩市 H21.7.3 河川用地 ３級 基準点   1点 北海道石狩支庁 (株)ケイジー技研
H21.9.30

北海道 上川町 H21.7.8 道路台帳 １級 基準点   1点 旭川開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.10.12 ２級 基準点   3点

北海道 北竜町 H21.7.9 河川用地 ２級 基準点   4点 北海道石狩支庁 蟻戸測量設計(株)
H21.11.20

北海道 雨竜町 H21.6.5 道路管理 ２級 基準点   3点 札幌開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)
H21.10.26

北海道 湧別町 H21.7.16 河川管理 ２級 基準点   4点 網走開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)
H22.1.19

北海道 上士幌町 H21.7.8 道路管理 ２級 基準点   1点 帯広開発建設部 丸菱測量設計(株)
H21.11.6

北海道 士幌町 H21.6.4 道路計画 ３級 基準点   6点 帯広開発建設部 (株)アークス山上
H21.10.1 路　線  3.3km

北海道 帯広市 H21.7.1 都市計画
地上画
素寸法
22.5㎝

撮　影 329.0k㎡
帯広圏広域都市計画協
議会

(株)シン技術コンサル

音更町 H21.8.31
芽室町
幕別町

北海道 沼田町 H21.7.3 砂防計画 ３級 基準点   3点 北海道石狩支庁 (株)シン技術コンサル
H21.12.10

北海道 音更町 H21.7.9 固定資産
地上画
素寸法
22.5㎝

撮　影 350.3k㎡ 音更町 (株)シン技術コンサル

H21.8.31
地上画
素寸法
16.2㎝

撮　影 53.0k㎡

北海道 上富良野町 H21.7.16 道路用地 １級 基準点   2点 北海道上川支庁 (株)タイホクプランニング
H21.10.28 ３級 基準点   4点

北海道 幌延町 H21.7.7 道路計画 １級 基準点   2点 北海道留萌支庁 小杉測量設計(株)
H21.9.30 ３級 基準点   3点

北海道 長万部町 H21.7.21 道路計画 ３級 基準点   4点 函館開発建設部 HRS(株)
H21.11.26

北海道 岩見沢市 H21.7.17 道路用地 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)山調住建コンサルタント
H21.10.30

北海道 小樽市 H21.5.29 道路防災 ３級 基準点   2点 北海道後志支庁 共和コンサルタント(株)

H22.1.29
北海道 木古内町 H21.7.17 河川計画 ３級 基準点   5点 北海道渡島支庁 (株)北海道技術コンサルタント

H21.12.21
北海道 小樽市 H21.7.18 道路計画 ３級 基準点   10点 小樽開発建設部 HRS(株)

H21.11.6
北海道 遠別町 H21.8.3 海岸保全 ３級 基準点   4点 北海道留萌支庁 (株)ズコーシャ

H21.10.30
北海道 上ノ国町 H21.7.23 道路計画 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)測土開発

H21.9.30 ３級 基準点   6点
北海道 乙部町 H21.7.23 道路計画 １級 基準点   3点 乙部町 ダイシン設計(株)

H21.8.31 ３級 基準点   8点
北海道 南幌町 H21.7.22 道路用地 ３級 基準点   6点 北海道石狩支庁 (株)道測テクニス

H21.10.30
北海道 安平町 H21.8.3 道路台帳 ２級 基準点   1点 室蘭開発建設部 北海道測量事業協同組合

H21.12.9
北海道 奈井江町 H21.7.28 河川防災 ３級 基準点   4点 北海道石狩支庁 (株)国策測量設計

H21.10.20
北海道 滝上町 H21.7.28 道路計画 １級 基準点   3点 網走開発建設部 (株)エクサ設計

H21.10.30

北海道 苫小牧市 H21.6.26 砂防計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影

1210.0
k㎡

室蘭開発建設部 (株)北海道朝日航洋

千歳市 H22.1.20
恵庭市
白老町

北海道 小樽市 H21.7.28 道路台帳 １級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.10.21 ３級 基準点   4点

北海道 余市町 H21.7.10 河川計画 ３級 基準点   7点 北海道後志支庁 (株)北海道水工コンサルタンツ
H22.2.19
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北海道 砂川市 H21.7.28 河川防災 ３級 基準点   2点 北海道石狩支庁 (株)三洋コンサルタント

H21.10.30
北海道 積丹町 H21.7.24 道路用地 １級 基準点   1点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合

H21.10.8 ３級 基準点   3点
北海道 遠別町 H21.7.30 道路用地 ３級 基準点   2点 留萌開発建設部 (株)イズム・グリーン

H21.11.16 ４級 基準点   243点
路　線  2.5km

北海道 蘭越町 H21.8.5 道路台帳 ３級 基準点   2点 小樽開発建設部 北海道計測技研(有)
H21.10.20

北海道 七飯町 H21.7.31 河川用地 ３級 基準点   5点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所
北斗市 H21.11.20

北海道 森町 H21.7.30 漁港管理 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 (株)玉川測量設計事務所
H21.10.2

北海道 帯広市 H21.7.15 道路計画 ２級 基準点   3点 帯広開発建設部 (株)土木技術コンサルタント
中札内村 H21.9.10 ４級 基準点   100点

路　線  5.0km
北海道 福島町 H21.7.31 道路管理 １級 基準点   5点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H22.1.8 ３級 基準点   15点
北海道 函館市 H21.8.1 漁港整備 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 パシフィックコンサルタンツ(株)

H21.11.30 ３級 基準点   1点
北海道 江別市 H21.7.17 道路計画 ２級 基準点   15点 札幌開発建設部 (株)構研エンジニアリング

南幌町 H22.1.15
北海道 小樽市 H21.8.3 道路用地 ３級 基準点   4点 小樽開発建設部 (株)山調住建コンサルタント

赤井川村 H21.10.8
北海道 せたな町 H21.8.10 砂防計画 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)

H21.12.15 ３級 基準点   6点

北海道 幌加内町 H21.8.4 河川用地 ２級 基準点   3点 北海道石狩支庁 開成コンサルタント(株)

H21.9.4 ３級 基準点   10点
北海道 松前町 H21.8.5 道路防災 ３級 基準点   3点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

H21.11.10
北海道 小平町 H21.7.28 道路用地 １級 基準点   3点 北海道留萌支庁 小杉測量設計(株)

H21.12.18 ３級 基準点   3点
北海道 赤井川村 H21.8.17 道路用地 １級 基準点   1点 小樽開発建設部 (株)タナカコンサルタント

H21.11.5 ３級 基準点   4点
北海道 仁木町 H21.8.4 河川計画 ３級 基準点   5点 北海道後志支庁 メルテックコンサルタント(株)

H21.12.10
北海道 占冠村 H21.8.7 道路用地 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)阿部工測

H21.9.30
北海道 倶知安町 H21.8.17 道路用地 １級 基準点   4点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合

H21.12.15 ３級 基準点   6点
北海道 千歳市 H21.8.11 道路用地 ３級 基準点   2点 千歳市 (有)今井測量設計

H21.9.30
北海道 苫前町 H21.8.12 土地改良 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 (株)拓殖設計

H21.10.30
北海道 釧路市 H21.8.12 土地区画整理 ３級 基準点   10点 釧路地方法務局 (有)金子設計事務所

H22.1.29
北海道 函館市 H21.8.12 道路用地 ２級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研

H21.11.30 ３級 基準点   4点

北海道 喜茂別町 H21.8.12 道路台帳 ３級 基準点   4点 小樽開発建設部 明成コンサルタント(株)

H21.11.2
北海道 七飯町 H21.8.12 河川用地 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 臥牛測量設計(株)

H21.11.20

北海道 遠別町 H21.8.13 道路用地 ３級 基準点   4点 北海道留萌支庁 (株)協和コンサルタント

H21.11.20
北海道 幌延町 H21.7.28 道路管理 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 (株)ネクシス光洋

H21.10.30
北海道 苫前町 H21.8.25 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道留萌支庁 留萌測量設計(株)

H21.9.30
北海道 共和町 H21.8.6 道路計画 ２級 基準点   3点 共和町 スミセキ・ジオテクノ(株)

H21.10.15

北海道 余市町 H21.8.13 土地区画整理 １級 基準点   3点
余市町黒川第一土地区
画整理組合

(有)大野測量

H21.12.25 ３級 基準点   15点
北海道 美瑛町 H21.8.18 道路計画 ２級 基準点   1点 美瑛町 五大建設コンサルタント(株)

H22.1.27

北海道 余市町 H21.8.18 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 116.0k㎡ 余市町 (株)シン技術コンサル

H22.3.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 116.0k㎡
北海道 上ノ国町 H21.8.20 道路用地 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 道南測量設計(株)

H21.10.20
北海道 深川市 H21.8.31 道路計画 ３級 基準点   3点 札幌開発建設部 滝川測量設計(株)

H21.10.30
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北海道 壮瞥町 H21.8.19 道路計画 １級 基準点   5点 北海道胆振支庁 (株)シビテック
伊達市 H21.12.21 ２級 基準点   5点

３級 基準点   2点
３級 水　準  7.3km

路　線  0.5km
北海道 木古内町 H21.8.21 河川用地 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (株)玉川測量設計事務所

H21.11.30 ３級 基準点   1点
北海道 小平町 H21.8.11 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道留萌支庁 小杉測量設計(株)

H21.12.18
北海道 小平町 H21.8.21 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道留萌支庁 留萌測量設計(株)

H21.9.30
北海道 真狩村 H21.8.21 道路用地 ２級 基準点   2点 北海道後志支庁 (株)開発調査研究所

H22.2.1

北海道 幌加内町 H21.8.22 道路用地 １級 基準点   2点 北海道石狩支庁 三和開発サービス(株)

H21.12.10 ３級 基準点   2点

北海道 滝上町 H21.8.12 道路計画 １級 基準点   5点 網走開発建設部 大起コンサルタント(株)

H21.11.27
北海道 乙部町 H21.8.25 道路用地 ３級 基準点   6点 函館開発建設部 スミセキ・ジオテクノ(株)

H21.11.13
北海道 乙部町 H21.8.25 道路用地 １級 基準点   2点 函館開発建設部 (株)ドボク管理

八雲町 H21.10.20 ３級 基準点   1点

北海道 鹿追町 H21.8.25 道路計画 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 北王コンサルタント(株)

H22.2.5

北海道 標津町 H21.8.27 道路用地 ３級 基準点   3点 釧路開発建設部 大起コンサルタント(株)

H21.11.18
北海道 仁木町 H21.8.12 河川計画 ３級 基準点   31点 北海道後志支庁 HRS(株)

H22.1.29
北海道 別海町 H21.8.28 道路管理 ３級 基準点   1点 北海道釧路支庁 (有)マップハウス

H21.10.30
北海道 今金町 H21.9.2 砂防計画 １級 基準点   3点 北海道渡島支庁 月館測量設計(株)

H22.2.1 ３級 基準点   7点
北海道 興部町 H21.8.20 都市計画 10000 カラー撮影 65.1k㎡ 興部町 北海航測(株)

H21.9.30 簡級 水　準  23.0km
空　三   46Ｍ

1000 数値図化 4.4k㎡
2500 数値図化 13.5k㎡

北海道 富良野市 H21.8.29 河川管理 ２級 基準点   1点 北海道上川支庁 パブリックコンサルタント(株)
H21.11.30 ３級 基準点   3点

北海道 伊達市 H21.8.31 道路計画 １級 基準点   2点 室蘭開発建設部 道建コンサルタント(株)

H22.1.29 ２級 基準点   3点
北海道 深川市 H21.9.3 道路台帳 ２級 基準点   2点 札幌開発建設部 パブリックコンサルタント(株)

H22.1.18
北海道 夕張市 H21.10.16 道路計画 ２級 基準点   4点 札幌開発建設部 (株)タナカコンサルタント

H22.1.22
北海道 八雲町 H21.9.5 海岸保全 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

H22.1.20 ３級 基準点   1点
北海道 八雲町 H21.9.5 道路防災 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)

H21.12.10 ３級 基準点   3点
北海道 仁木町 H21.8.5 河川計画 ３級 基準点   25点 北海道後志支庁 北山測量設計(株)

H22.1.29
北海道 北見市 H21.9.9 河川用地 ２級 基準点   1点 網走開発建設部 (株)ドボク管理

H22.1.15 ３級 基準点   4点
北海道 名寄市 H21.9.9 砂防計画 １級 基準点   1点 北海道上川支庁 (株)松村測量設計

H21.12.21 ３級 基準点   3点
北海道 北斗市 H21.9.9 土地改良 ２級 基準点   11点 函館開発建設部 北海道測量事業協同組合

H22.2.19

北海道 釧路市 H21.9.9 道路管理 １級 基準点   3点 釧路開発建設部 東邦コンサルタント(株)

H21.10.30 ３級 基準点   4点
北海道 千歳市 H21.9.10 道路管理 ３級 基準点   6点 千歳市 (株)池田測量設計

H21.12.18
北海道 美幌町 H21.9.15 河川計画 ３級 基準点   1点 北海道網走支庁 (株)パル設計事務所

H22.1.29 ４級 基準点   11点
北海道 別海町 H21.9.16 道路計画 ３級 基準点   1点 北海道釧路支庁 岩浅測量設計(有)

H22.3.23

北海道 ニセコ町 H21.9.16 道路用地 １級 基準点   2点 北海道後志支庁 明成コンサルタント(株)

H21.11.10 ２級 基準点   2点
３級 基準点   3点

北海道 足寄町 H21.9.18 土地区画整理 ３級 基準点   1点 足寄町 土木測量設計(株)
H21.10.30

北海道 千歳市 H21.9.17 道路用地 ３級 基準点   2点 千歳市 グローバル測建設計(株)
H21.11.16
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北海道地方
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 余市町 H21.9.16 道路用地 ３級 基準点   3点 小樽開発建設部 北海道道路エンジニアリング(株)
H21.10.31

北海道 余市町 H21.9.18 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道後志支庁 (有)大野測量
H21.12.10

北海道 石狩市 H21.9.17 道路台帳 ３級 基準点   1点 札幌開発建設部 明成コンサルタント(株)

H21.11.24 １級 座標変換   2点
１級 標高補正   2点

北海道 函館市 H21.9.19 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)
七飯町 H22.2.1 ３級 基準点   8点

北海道 積丹町 H21.8.26 道路用地 １級 基準点   1点 小樽開発建設部 北海道測量事業協同組合
H21.12.14 ２級 基準点   2点

３級 基準点   1点
北海道 幌延町 H21.9.19 土地改良 １級 基準点   6点 北海道留萌支庁 (株)ルーラルエンジニア

H22.2.10 ３級 基準点   32点
北海道 標茶町 H21.9.25 農道計画 ２級 基準点   2点 標茶町 (有)金子設計事務所

H21.11.20 ３級 基準点   1点

北海道 釧路市 H21.9.26 道路管理
街区多

角点
基準点   1点 釧路市 (有)渋谷測量社

H21.12.30
北海道 下川町 H21.6.26 道路計画 ３級 基準点   4点 旭川開発建設部 八千代エンジニヤリング(株)

H22.3.5 路　線  0.6km
北海道 上川町 H21.9.17 道路計画 １級 基準点   1点 旭川開発建設部 旭川設計測量(株)

H21.11.27 ３級 基準点   2点
北海道 石狩市 H21.10.13 道路管理 １級 基準点   2点 札幌開発建設部 中央コンサルタンツ(株)

H22.3.8 ４級 基準点   4点
北海道 京極町 H21.10.13 砂防計画 １級 基準点   2点 北海道後志支庁 HRS(株)

H21.11.30

北海道 旭川市 H21.10.13 道路管理 ３級 基準点   2点 旭川開発建設部 北成コンサルタント(株)

H21.11.2
北海道 知内町 H21.9.29 道路防災 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)岡田測量事務所

H22.1.20
北海道 岩内町 H21.9.9 道路防災 １級 基準点   1点 小樽開発建設部 (株)アイネス

H21.11.17

北海道 北見市 H21.9.10 都市計画
街区三

角点
基準点   1点 北見市 (株)山腰測量設計事務所

H21.12.20

北海道 士別市 H21.10.7 農地開発 １級 基準点   10点 旭川開発建設部 (株)ランドプランニング

H22.1.15 ２級 基準点   31点
２級 水　準  40.0km

北海道 寿都町 H21.10.10 道路用地 ３級 基準点   1点 北海道後志支庁 蟻戸測量設計(株)
H21.11.30

北海道 室蘭市 H21.10.19 港湾計画 ３級 基準点   5点 室蘭開発建設部 (株)伸栄コンサル
H21.12.14

北海道 浦臼町 H21.10.10 土地改良 ３級 基準点   9点 札幌開発建設部 (株)北開測地
H22.1.13

北海道 稚内市 H21.10.6 道路計画 ３級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 (株)富士建設コンサル

H22.1.29
北海道 帯広市 H21.10.3 道路用地 ３級 基準点   15点 北海道十勝支庁 (有)福岡測量設計事務所

H22.1.29

北海道 上富良野町 H21.10.14 道路管理 ２級 基準点   2点 旭川開発建設部 (株)ダイイチプラニング

H21.12.28

北海道 上湧別町 H21.10.15 道路計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 34.3k㎡ 網走開発建設部 (株)シン技術コンサル

紋別市 H21.12.16 1000 数値図化 6.3k㎡
空　三   69Ｍ

簡級 水　準  22.8km
北海道 千歳市 H21.10.26 道路用地 ３級 基準点   2点 札幌開発建設部 矢野設計(株)

由仁町 H21.11.30
北海道 えりも町 H21.10.15 道路管理 ３級 基準点   6点 北海道胆振支庁 新和測量(株)

H22.1.29
北海道 倶知安町 H21.9.30 河川管理 2500 数値図化 32.9k㎡ 小樽開発建設部 (株)山調住建コンサルタント

京極町 H22.3.3
喜茂別町
真狩村

北海道 知内町 H21.10.24 道路用地 ３級 基準点   3点 函館開発建設部 植田測量(株)
H22.2.12

北海道 北見市 H21.10.20 都市計画 ３級 基準点   1点 北見市 (有)筒井土木設計
H21.12.10

北海道 厚真町 H21.11.2 土地改良 ３級 基準点   19点 北海道胆振支庁 (株)大久保測量
H21.12.10

北海道 喜茂別町 H21.10.14 道路用地 １級 基準点   2点 小樽開発建設部 北武コンサルタント(株)

H21.12.15 ３級 基準点   1点
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北海道地方
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 八雲町 H21.11.3 砂防計画 １級 基準点   6点 北海道渡島支庁 (株)ツカサ技研
H22.2.20 ３級 基準点   15点

北海道 厚沢部町 H21.10.30 河川計画 ３級 基準点   4点 北海道渡島支庁 (株)小林土木工業所
H22.3.23

北海道 安平町 H21.10.28 河川計画
地上画
素寸法

19㎝
カラー撮影 55.0k㎡ 北海道胆振支庁 (株)シン技術コンサル

H22.2.22 簡級 水　準  22.0km
2500 数値図化 8.0k㎡

北海道 当別町 H21.11.11 河川管理 ２級 基準点   2点 北海道石狩支庁 明和測量工業(株)
H22.3.25 ３級 基準点   2点

北海道 今金町 H21.11.11 道路防災 ２級 基準点   2点 北海道渡島支庁 (有)北斗測量設計
H22.3.19 ３級 基準点   1点

北海道 礼文町 H21.11.12 道路計画 １級 基準点   2点 北海道宗谷支庁 ダイシン設計(株)
H22.1.20 ３級 基準点   3点

北海道 むかわ町 H21.11.14 道路計画 １級 基準点   1点 北海道胆振支庁 ダイシン設計(株)
H22.1.30

北海道 苫小牧市 H21.12.3 砂防計画 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1210.0

k㎡
室蘭開発建設部 (株)北海道朝日航洋

千歳市 H22.3.17
恵庭市
白老町

北海道 せたな町 H21.11.18 道路用地 ３級 基準点   2点 函館開発建設部 (株)測土開発
H22.1.25

北海道 北斗市 H21.11.9 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道渡島支庁 北栄測量設計(株)
H22.3.19

北海道 斜里町 H21.11.19 道路台帳 １級 基準点   7点 網走開発建設部 北海道測量事業協同組合
H22.2.24 ２級 基準点   10点

北海道 札幌市 H21.11.25 基準点管理 １級 基準点   5点 札幌市 (株)タケカワ総合コンサルタント
H22.2.6

北海道 池田町 H21.11.21 河川管理 １級 基準点   1点 帯広開発建設部 東和工研(株)
H22.1.14 ２級 水　準  4.0km

北海道 せたな町 H21.11.26 道路防災 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)薄田測量設計事務所
H22.2.22

北海道 せたな町 H21.11.28 道路計画 １級 基準点   1点 北海道渡島支庁 (株)玉川測量設計事務所
H22.3.19 ３級 基準点   4点

北海道 福島町 H21.12.2 道路防災 ３級 基準点   1点 北海道渡島支庁 協友測量設計(株)
H22.3.19

北海道 旭川市 H21.12.14 地籍調査 ２級 基準点   1点 旭川市 (株)イズム・グリーン
H22.1.29

北海道 奥尻町 H21.12.4 道路用地 ３級 基準点   3点 北海道渡島支庁 道南測量設計(株)
H22.3.19

北海道 紋別市 H21.12.11 道路計画 ３級 基準点   3点 北海道網走支庁 (株)ケント技研
H22.1.31

北海道 帯広市 H22.1.5 都市計画 ２級 基準点   1点 帯広市 (株)瀬野測量コンサル

H22.2.28
北海道 八雲町 H22.1.6 道路防災 １級 基準点   1点 函館開発建設部 (株)薄田測量設計事務所

H22.2.16 ３級 基準点   1点
北海道 八雲町 H22.1.8 道路計画 １級 基準点   2点 北海道渡島支庁 ダイシン設計(株)

H22.3.10 ３級 基準点   2点

北海道 江差町 H22.2.22 河川計画 ２級 基準点   6点 北海道渡島支庁 北武コンサルタント(株)

厚沢部町 H22.3.19 ３級 基準点   10点
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東北地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

青森県 むつ市 H19.5.11 固定資産 10000 カラー撮影 258.0k㎡ むつ市 アジア航測(株)
H21.3.17 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 258.0k㎡

青森県 五戸町 H20.8.1
都市計画図作
成

10000 数値撮影 101.3k㎡ 五戸町 (株)パスコ

H21.3.20 30000 撮　影 344.7k㎡
2500 数値図化 2.5k㎡
2500 数値図修正 28.7k㎡

10000 数値図化 46.6k㎡
10000 数値図修正 85.7k㎡

青森県 青森市 H20.8.4 道路台帳 ３級 基準点   4点 青森市 (株)しんとう計測
H21.3.19 ４級 基準点   355点

500 地上数値法 0.7k㎡
1000 地上数値法 0.2k㎡

青森県 西目屋村 H20.10.3 地形図作成 8000 カラー撮影 117.6k㎡
東北地方整備局津軽ダ
ム工事事務所

国際航業(株)

H21.2.27
ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 73.5k㎡

青森県 青森市 H20.8.1
オルソ画像作
成

10000 カラー撮影 478.5k㎡ 青森市 (株)パスコ

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 478.5k㎡

青森県 青森市 H20.7.22
ダム敷の国有
林野所管換

３級 基準点   15点 青森県東青地域県民局 東北測量(株)

H21.1.31 １級 座標変換   6点
２級 座標変換   9点

青森県 十和田市 H21.2.3 河川計画
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 265.3k㎡

東北地方整備局高瀬川
河川事務所

アジア航測(株)

三沢市 H21.3.26
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ
（5m）

航空レーザ 302.6k㎡

七戸町
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ
（2m）

航空レーザ 86.6k㎡

六戸町
基盤地
図情報

航空レーザ 302.6k㎡

東北町
等高線

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 34.8k㎡

六ケ所村
青森県 三沢市 H21.5.30 用地測量 ３級 基準点   9点 東北防衛局 日本振興(株)

H21.8.31 (株)東開技術
岩倉測量設計(株)
(株)菊池技研コンサルタント

青森県 横浜町 H21.6.1 道路計画 ２級 基準点   7点 青森県上北地域県民局 (株)アイテック
H21.10.30 ３級 基準点   11点

３級 水　準  9.0km
青森県 横浜町 H21.6.1 道路計画 ２級 基準点   7点 青森県上北地域県民局 （株）出雲

H21.10.30 ３級 基準点   11点
３級 水　準  9.0km

青森県 つがる市 H21.7.15 道路計画 ３級 基準点   21点
東北地方整備局青森河
川国道事務所

秀和設計コンサルタント(株)

鯵ケ沢町 H21.11.30 ４級 基準点   64点
３級 水　準  12.0km

路　線  4.3km
青森県 三沢市 H21.7.13 土地区画整理 ２級 座標変換   1点 三沢市 東武計画(株)

H21.12.25 ３級 基準点   3点
４級 基準点   23点

青森県 八戸市 H21.8.18 森林計画 5000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 684.0k㎡ 青森県 東北測量(株)
三戸町 H22.1.14
五戸町
田子町
南部町
階上町
新郷村

青森県 三沢市 H21.7.2 河川管理 ３級 水　準  12.0km
東北地方整備局高瀬川
河川事務所

(株)土木技術コンサルタント

六ケ所村 H21.12.18 縦横断  8.0km

青森県 西目屋村 H21.10.19 道路計画 ２級 基準点   3点
東北地方整備局津軽ダ
ム工事事務所

(株)キタコン

H22.3.19

岩手県 盛岡市 H18.8.1 土地区画整理 ２級 基準点   1点
玉山村渋民土地区画整
理組合

東武計画(株)

H19.12.20

３級 基準点   8点
４級 基準点   132点

岩手県 八幡平市 H19.8.15
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
画像ﾃﾞｰﾀ作成

10000 カラー撮影 862.3k㎡ 八幡平市 東武計画(株)

H20.3.25 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 862.3k㎡

測量地域 事業量
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東北地方
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 葛巻町 H20.4.21
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
1074.0

k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

軽米町 H20.9.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1074.0

k㎡
一戸町

岩手県 宮古市 H20.5.23 固定資産 8000 数値撮影 838.0k㎡ 宮古市 (株)パスコ
H21.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 696.8k㎡

岩手県 盛岡市 H20.4.21
水土里情報利
活用促進事業

10000 数値撮影
1853.8

k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

宮古市 H20.9.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 894.0k㎡
遠野市
釜石市
雫石町
紫波町
矢巾町
沢内村
大槌町
岩泉町
田野畑村
普代村
川井村
野田村

岩手県 釜石市 H20.5.30 道路計画 ３級 座標変換   12点
東北地方整備局 三陸国
道事務所

大日本コンサルタント(株)

H20.8.8 ４級 基準点   21点
路　線  1.4km

岩手県 北上市 H20.6.2
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
1353.0

k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

国際航業(株)

陸前高田市 H20.9.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1353.0

k㎡
奥州市
金ケ崎町
平泉町
住田町
大船渡市
花巻市
一関市

岩手県 宮古市 H20.7.4 都市計画 2500 数値図化 79.6k㎡ 宮古市 国際航業(株)
H21.3.19

岩手県 大船渡市 H20.7.25 河川管理 2000 数値図化 18.7k㎡ 岩手県 (株)北日本朝日航洋
陸前高田市 H21.3.11

岩手県 奥州市 H20.7.24 ほ場整備 ３級 水　準  17.9km 江刺猿ｹ石土地改良区 (株)タックエンジニアリング
H21.1.30 1000 数値図化 0.9k㎡

岩手県 奥州市 H20.9.5 砂防計画 2500 数値図化 6.2k㎡ 岩手県県南広域振興局 (株)中庭測量コンサルタント
H21.2.1 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 57.8k㎡

岩手県 盛岡市 H20.7.31 砂防計画 2500 数値図化 30.0k㎡ 岩手県盛岡地方振興局 (株)ナカノアイシステム
雫石町 H21.2.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 141.8k㎡
滝沢村
紫波町
矢巾町

岩手県 遠野市 H20.7.16 砂防計画 2500 数値図化 43.6k㎡ 岩手県県南広域振興局 アジア航測(株)
H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 60.0k㎡

岩手県 田野畑村 H20.7.15 砂防計画 2500 数値図化 20.0k㎡ 岩手県宮古地方振興局 国際航業(株)
H21.2.9 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 84.0k㎡

岩手県 一関市 H20.8.29 道路台帳 簡級 水　準  14.0km 一関市 第一航業(株)
H21.3.16 8000 カラー撮影 12.3k㎡

1000 数値図化 1.3k㎡
1000 空　三   9Ｍ

岩手県 大槌町 H20.9.8
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
1536.0

k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

朝日航洋(株)

山田町 H21.2.24 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1536.0

k㎡
岩泉町
野田村
洋野町

岩手県 盛岡市 H20.9.8
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
1191.0

k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

(株)タックエンジニアリング

岩手町 H21.2.24 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1191.0

k㎡
岩手県 八幡平市 H20.10.1 砂防計画 2500 数値図化 10.2k㎡ 岩手県盛岡地方振興局 (株)パスコ

H21.1.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 55.8k㎡

岩手県 盛岡市 H20.10.2 砂防計画
ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 683.0k㎡

東北地方整備局岩手河
川国道事務所

アジア航測(株)

八幡平市 H21.2.27
雫石町
滝沢村
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東北地方
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 一関市 H20.10.3 河川管理 2000 数値図化 3.9k㎡
岩手県県南広域振興局
一関総合支局土木部千
厩土木センター

(株)タックエンジニアリング

H20.12.30

岩手県 八幡平市 H20.10.3
河川管理、防
災計画

10000 カラー撮影 56.0k㎡ 岩手県盛岡地方振興局 (株)北日本朝日航洋

滝沢村 H21.3.1 簡級 水　準  7.0km
1000 数値図化 0.6k㎡
1000 空　三   15Ｍ

岩手県 岩泉町 H20.10.30 道路改良計画 1000 数値図化 0.6k㎡
岩手県宮古地方振興局
岩泉土木事務所

(株)タックエンジニアリング

H21.1.17
岩手県 奥州市 H20.11.13 道路台帳 簡級 水　準  10.6km 奥州市 第一航業(株)

H21.3.16 8000 カラー撮影 5.4k㎡
1000 数値図化 0.7k㎡
1000 空　三   4Ｍ

岩手県 住田町 H20.6.24
ダム湛水敷地
国有林野用地
測量

１級 基準点   3点
岩手県大船渡地方振興
局土木部津付ダム建設
事務所

(株)東開技術

H21.3.16 ３級 基準点   24点 共立設計(株)
２級 座標変換   4点 中井測量設計(株)
３級 座標変換   5点

岩手県 葛巻町 H20.11.16 砂防計画 10000 カラー撮影 105.0k㎡
岩手県盛岡地方振興局
土木部岩手出張所

(株)タックエンジニアリング

H21.2.17 2000 数値図化 1.5k㎡
2000 空　三   8Ｍ

岩手県 一関市 H20.12.22 砂防計画 2500 数値図化 9.0k㎡
岩手県県南広域振興局
一関総合支局土木部

第一航業(株)

平泉町 H21.3.16 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 36.0k㎡
岩手県 北上市 H20.10.17 砂防計画 2500 数値図化 8.8k㎡ 岩手県県南広域振興局 東武計画(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 51.7k㎡

岩手県 釜石市 H20.12.22
下水道現況図
作成

8000 カラー撮影 57.0k㎡ 釜石市 (株)ＧＩＳ東北

H21.3.25 1000 数値図化 7.0k㎡
岩手県 盛岡市 H19.3.1 道路台帳 5000 カラー撮影 18.4k㎡ 盛岡市 (株)パスコ

H21.3.13 8000 カラー撮影 91.6k㎡

1000
直接定位計
算

  140点

1000 数値図化 10.1k㎡
1000 編　集 5.1k㎡

岩手県 盛岡市 H21.1.22 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

2470.0
k㎡

東北地方整備局岩手河
川国道事務所

国際航業(株)

花巻市 H21.3.31
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ
2796.0

k㎡

北上市
基盤地
図情報

航空レーザ
2796.0

k㎡
一関市
二戸市
八幡平市
奥州市
雫石町
葛巻町
岩手町
滝沢村
紫波町
矢巾町
西和賀町
平泉町
一戸町

宮城県 栗原市

岩手県 一関市 H21.3.24 砂防計画 2500 数値図化 1.7k㎡
岩手県県南広域振興局
土木部

第一航業(株)

平泉町 H21.6.1 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 15.0k㎡

岩手県 久慈市 H21.3.10 道路計画 1000 数値図化 5.1k㎡
東北地方整備局三陸国
道事務所

北栄調査設計(株)

H21.6.26

岩手県 宮古市 H21.3.10 道路計画 簡級 水　準  8.3km
東北地方整備局三陸国
道事務所

北栄調査設計(株)

H21.6.26 1000 数値図化 3.6k㎡

岩手県 宮古市 H21.3.10 道路計画 2500 数値図化 18.0k㎡
東北地方整備局三陸国
道事務所

北栄調査設計(株)

岩泉町 H21.6.26
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岩手県 釜石市 H21.3.10 道路計画 簡級 水　準  14.2km
東北地方整備局三陸国
道事務所

北栄調査設計(株)

大槌町 H21.6.26 10000 カラー撮影 16.9k㎡
1000 数値図化 0.4k㎡
1000 数値図修正 2.0k㎡

1000
既成図数値
化

2.0k㎡

1000 空　三   8Ｍ
岩手県 八幡平市 H21.3.27 砂防計画 10000 カラー撮影 14.0k㎡ 岩手県盛岡地方振興局 北栄調査設計(株)

H21.7.9 1000 空　三   16Ｍ

岩手県 八幡平市 H21.3.27
砂防計画、防
災計画

10000 カラー撮影 61.0k㎡ 岩手県盛岡地方振興局 (株)北日本朝日航洋

秋田県 鹿角市 H21.7.24

岩手県 一関市 H21.6.8 河川計画 ２級 基準点   6点
東北地方整備局岩手河
川国道事務所

(株)一測設計

平泉町 H21.8.31
岩手県 平泉町 H21.6.10 都市計画 25000 カラー撮影 52.9k㎡ 平泉町 第一航業(株)

H21.8.25 10000 数値図修正 31.0k㎡

岩手県 一関市 H21.7.1
街区基準点成
果改定

街区三
角点

成果改算   9点 一関市 (株)八州

H21.7.24

岩手県 盛岡市 H21.7.21
地図混乱地域
の実態調査

４級 基準点   270点 盛岡地方法務局 (株)Ｌ＆Ｈ

H21.11.30

岩手県 一関市 H21.7.1 河川管理
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 310.0k㎡

東北地方整備局岩手河
川国道事務所

国際航業(株)

奥州市 H21.9.30
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 310.0k㎡

等高線
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 310.0k㎡

基盤地
図情報

航空レーザ 55.0k㎡

岩手県 平泉町 H21.7.8 下水道計画 簡級 水　準  4.4km 平泉町 第一航業(株)
H21.10.30 500 数値図化 0.2k㎡

500 数値図修正 0.4k㎡
500 空　三   11Ｍ

岩手県 奥州市 H21.6.19
ほ場整備地形
図作成

３級 水　準  9.6k㎡点 江刺猿ケ石土地改良区 国際航業(株)

H21.12.25 1000 数値図化 0.4k㎡

岩手県 奥州市 H21.7.10

道路計画、座
標変換、座標
補正、標高補
正

３級 水　準  5.5km 岩手県県南広域振興局 日鉄鉱コンサルタント(株)

H21.10.17 1000 数値図化 0.2k㎡
３級 座標変換   8点
４級 座標変換   33点

岩手県 盛岡市 H21.6.17
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影 640.0k㎡
岩手県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

花巻市 H21.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 279.0k㎡
北上市 2500 同時調整   36点
久慈市
雫石町
葛巻町
滝沢村
紫波町
矢巾町
西和賀町
岩泉町
野田村
九戸村

岩手県 一関市 H21.7.31 下水道計画 1000 数値図化 2.5k㎡ 一関市 第一航業(株)
H21.11.27

岩手県 釜石市 H21.7.30 道路計画 1000 数値図化 3.2k㎡
東北地方整備局三陸国
道事務所

(株)かんこう

H21.10.30 1000
既成図数値
化

0.4k㎡

1000 座標変換 0.4k㎡

岩手県 一関市 H21.8.18 砂防計画 2500 数値図化 1.3k㎡
岩手県県南広域振興局
一関総合支局土木部

第一航業(株)

H21.10.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.5k㎡
岩手県 山田町 H21.9.8 海岸用地 ２級 基準点   2点 岩手県宮古地方振興局 (株)東開技術

H21.12.16
岩手県 一関市 H21.9.28 道路計画 １級 成果改算   1点 一関市 (株)東開技術

H22.1.28 ３級 基準点   2点

岩手県 宮古市 H21.10.13 道路計画 ３級 基準点   3点
東北地方整備局三陸国
道事務所

(株)吉田測量設計

H22.1.29 ４級 基準点   9点
岩手県 奥州市 H21.8.25 砂防計画 2500 数値図化 6.8k㎡ 岩手県県南広域振興局 (株)八州

H22.2.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 24.8k㎡

－152－



東北地方
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 奥州市 H21.10.20 ダム計画 １級 基準点   1点
東北地方整備局胆沢ダ
ム工事事務所

興国設計(株)

H22.1.27

岩手県 奥州市 H21.10.22
街区基準点成
果改定

街区三
角点

座標変換   19点 奥州市 (株)東開技術

H21.12.28
街区多

角点
座標変換   136点

街区節
点/補助

点等
座標変換   642点

岩手県 遠野市 H21.10.1 固定資産 6000 カラー撮影 14.0k㎡ 遠野市 (株)北日本朝日航洋
H21.12.25 1000 同時調整   5点

岩手県 滝沢村 H21.10.26 道路計画 ３級 基準点   1点
東北地方整備局岩手河
川国道事務所

(株)タックエンジニアリング

H22.1.15
岩手県 北上市 H21.10.21 道路計画 1000 数値図化 0.6k㎡ 岩手県県南広域振興局 (株)タックエンジニアリング

西和賀町 H21.12.23 2500 数値図化 1.0k㎡
岩手県 平泉町 H21.11.12 道路計画 ３級 座標変換   5点 岩手県県南広域振興局 (株)菊池技研コンサルタント

H22.2.24 ３級 基準点   2点
岩手県 二戸市 H21.11.11 道路計画 1000 数値図化 0.1k㎡ 岩手県二戸地方振興局 北栄調査設計(株)

H21.12.23
岩手県 花巻市 H21.11.19 ほ場整備 ３級 水　準  8.2km 花巻市 第一航業(株)

H22.2.26 8000 カラー撮影 20.3k㎡
1000 数値図化 1.2k㎡
1000 空　三   6Ｍ

岩手県 宮古市 H21.10.30 道路計画 1000 数値図化 0.7k㎡
東北地方整備局三陸国
道事務所

(株)かんこう

H22.1.25

岩手県 山田町 H21.10.30 道路計画 2500 数値図化 1.0k㎡
東北地方整備局三陸国
道事務所

(株)かんこう

H22.1.25
岩手県 八幡平市 H21.11.27 道路計画 簡級 水　準  7.0km 岩手県盛岡地方振興局 北栄調査設計(株)

H22.3.6 1000 数値図化 1.7k㎡

岩手県 一関市 H21.12.7
街区基準点成
果改定

街区多
角点

成果改算   56点 一関市 (株)八州

H22.1.15
街区多
角節点

成果改算   190点

岩手県 雫石町 H21.12.7 道路計画 簡級 水　準  8.0km
東北地方整備局岩手河
川国道事務所

(株)タックエンジニアリング

H22.2.12 2500 数値図化 1.0k㎡
宮城県 女川町 H20.7.1 都市計画 2500 数値図化 23.7k㎡ 女川町 (株)パスコ

H21.3.9 10000 編　集 63.0k㎡
宮城県 岩沼市 H20.7.11 土地利用計画 8000 カラー撮影 2.7k㎡ 宮城県 アジア航測(株)

H21.3.19 1000 数値図化 0.8k㎡

宮城県 色麻町 H20.7.14 溜池基本設計 ２級 基準点   3点
宮城県王城寺原補償工
事事務所

(株)サトー技建

H21.3.10 ４級 基準点   22点

宮城県 大崎市 H20.5.23 土地改良 ２級 基準点   15点
宮城県北部地方振興事
務所

(株)古川測量設計事務所

H21.3.25 ３級 基準点   44点
４級 基準点   248点

宮城県 宮城野区 H20.7.18 道路計画 ２級 基準点   1点
宮城県仙台港背後地土
地区画整理事務所

(株)三洋設計

H20.8.29

宮城県 登米市 H20.6.24 ほ場整備 ２級 基準点   6点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)丹野測量設計

H21.3.23 ３級 基準点   23点
４級 基準点   131点
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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 仙台市 H20.6.26
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
1413.0

k㎡
宮城県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

石巻市 H21.3.19 12500 数値撮影 795.0k㎡ (株)パスコ

塩竃市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2709.0

k㎡
気仙沼市
白石市
角田市
多賀城市
蔵王町
七ケ宿町
大河原町
丸森町
松島町
七ケ浜町
利府町
富谷町
大衡村
色麻町
加美町
本吉町
南三陸町

宮城県 利府町 H20.8.1 土地区画整理 ３級 基準点   7点
利府町神谷沢土地区画
整理組合

(株)ヒフミ設計コンサルタント

H20.12.31 ４級 基準点   40点
宮城県 塩竃市 H20.7.11 土地区画整理 ３級 基準点   3点 塩竈市 （株）三菱地所設計

H21.3.20

宮城県 栗原市 H20.7.10 ほ場整備 ２級 基準点   1点
宮城県北部地方振興事
務所

岩倉測量設計(株)

H21.8.31 ３級 基準点   40点
４級 基準点   230点

宮城県 大崎市 H20.7.18 ほ場整備 １級 基準点   7点
宮城県北部地方振興事
務所

(有)北日本技研

H21.3.26 ２級 基準点   12点
３級 基準点   65点
４級 基準点   339点

宮城県 仙台市 H20.10.15 固定資産 10000 数値撮影 759.0k㎡ 仙台市 (株)パスコ
H21.3.31 10000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 759.0k㎡

宮城県 登米市 H20.7.31 ほ場整備 ２級 基準点   4点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)北振技研

H21.3.13 ３級 基準点   31点
４級 基準点   142点

宮城県 太白区 H20.10.15 道路台帳 ３級 基準点   1点 仙台市水道局 (株)ウジイエ
H21.3.16

宮城県 蔵王町 H20.9.1 防災 20000 カラー撮影 329.0k㎡ 蔵王町 国際航業(株)
H21.1.31

宮城県 涌谷町 H20.10.1
1/1000地形図
作成

３級 水　準  10.9km 涌谷町 国際航業(株)

H21.2.28 10000 数値撮影 12.5k㎡
1000 数値図化 5.0k㎡

宮城県 栗原市 H20.10.17 道路計画 １級 基準点   2点 栗原市 (株)復建技術コンサルタント
H21.2.27

宮城県 岩沼市 H20.9.24
既設公共基準
点座標変換

２級 座標変換   62点 岩沼市 朝日航洋(株)

H20.12.19 ３級 座標変換   174点
宮城県 栗原市 H20.10.17 道路計画 １級 基準点   3点 栗原市 (株)復建技術コンサルタント

H21.2.27

宮城県 大崎市 H20.11.20 土地改良 ２級 基準点   3点
鳴子町南原土地改良事
業共同施行

宮城県土地改良団体連合会

H22.3.25 ４級 基準点   25点
宮城県 大崎市 H20.11.13 総合計画 ２級 基準点   5点 大崎市 (株)パスコ

H21.3.31

宮城県 加美町 H20.12.3 河川計画 1000 数値図化 3.3k㎡
宮城県大崎地方ダム総
合事務所

アジア航測(株)

H21.3.19

宮城県 栗原市 H20.10.24 砂防計画
ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 220.6k㎡

東北地方整備局北上川
下流河川事務所

国際航業(株)

H21.3.23
宮城県 青葉区 H20.8.6 道路台帳 ３級 基準点   4点 仙台市水道局 (有)オオツキ

H21.3.13
宮城県 大崎市 H20.12.22 地盤変動調査 １級 水　準  20.0km 大崎市 （有）和光測量設計社

H21.2.27

宮城県 石巻市 H20.12.12
都市計画図作
成

2500
既成図数値
化

22.8k㎡ 石巻市 (株)パスコ

H21.3.23 2500 座標変換 22.8k㎡
2500 数値図修正 22.8k㎡
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宮城県 大衡村 H20.12.13 道路計画 簡級 水　準  11.5km
東北地方整備局仙台河
川国道事務所

朝日航洋(株)

H21.3.10 8000 カラー撮影 18.5k㎡
1000 数値図化 2.6k㎡
1000 空　三   16Ｍ

宮城県 若林区 H21.1.14 土地区画整理 ４級 基準点   157点
仙台市荒井東土地区画
整理組合設立準備委員
会

(株)国際開発コンサルタンツ

H21.3.20 ３級 水　準  2.6km
４級 水　準  8.0km

宮城県 青葉区 H21.1.19 都市計画 4000 撮　影 6.5k㎡ 仙台市 (株)ＧＩＳ東北
H21.3.27 500 写測修正 0.5k㎡

500
既成図数値
化

0.5k㎡

500 座標変換 0.5k㎡
宮城県 青葉区 H21.3.2 道路台帳 ３級 基準点   1点 仙台市水道局 (株)秋元技術コンサルタンツ

H21.3.25

宮城県 栗原市 H21.2.12 ため池調査 ２級 基準点   2点
宮城県北部地方振興事
務所

(有)高橋測量設計事務所

H21.3.16 ４級 基準点   14点

宮城県 東松島市 H20.12.16 ほ場整備 ２級 基準点   17点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)仙台技研

H21.3.25 ３級 基準点   11点
４級 基準点   89点

宮城県 泉区 H21.3.1 道路台帳 ３級 基準点   1点 仙台市泉区 (株)秋元技術コンサルタンツ
H21.3.30

宮城県 青葉区 H21.3.4 道路台帳 ３級 基準点   1点 仙台市 仙東技術(株)
H21.3.26

宮城県 若林区 H21.2.20 道路台帳 ３級 基準点   3点 仙台市 (株)ウジイエ
H21.3.30

宮城県 登米市 H21.1.28
既設公共基準
点復旧

２級 基準点   1点 登米市 (株)北水コンサルタント

H21.3.27
宮城県 亘理町 H21.2.20 総合計画 ２級 基準点   2点 亘理町 (株)パスコ

H21.3.31 ３級 基準点   7点
宮城県 泉区 H21.1.5 道路台帳 ３級 基準点   2点 仙台市泉区 (株)ウジイエ

H21.4.30

宮城県 宮城野区 H21.3.10 道路台帳 ４級 基準点   59点
宮城県仙台港背後地土
地区画整理事務所

(株)秋元技術コンサルタンツ

H21.4.30
宮城県 青葉区 H20.12.26 砂防計画 12500 カラー撮影 16.5k㎡ 宮城県 アジア航測(株)

石巻市 H21.3.27 2500 数値図化 54.7k㎡
気仙沼市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 209.8k㎡
東松島市
松島町
女川町
本吉町
南三陸町

宮城県 青葉区 H21.3.19 道路台帳 ３級 基準点   1点 仙台市青葉区 (株)秋元技術コンサルタンツ
H21.3.30

宮城県 青葉区 H21.4.3
道路台帳基準
点移転

３級 基準点   1点 仙台市青葉区 仙東技術（株）

H21.4.30

宮城県 若林区 H20.10.23
道路台帳基準
点移転

３級 基準点   1点 仙台市水道局 (株)ウジイエ

H21.5.29

宮城県 太白区 H21.4.24
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   1点 仙台市 (株)秋元技術コンサルタンツ

H21.5.15

宮城県 登米市 H20.9.1 ほ場整備 ２級 座標補正   5点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)サトー技建

H21.6.30 ３級 基準点   15点
４級 水　準   100点

宮城県 泉区 H21.4.28
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   3点 仙台市 (株)三洋設計

H21.5.20

宮城県 登米市 H21.5.1 ほ場整備 ２級 座標補正   24点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)北振技研

H21.12.18 ２級 標高補正   24点
３級 座標補正   93点
３級 標高補正   93点
４級 座標補正   560点
４級 標高補正   560点

宮城県 青葉区 H21.4.1
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   1点 仙台市水道局 (株)みちのく綜合技術

H21.6.30

宮城県 青葉区 H21.5.14
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   2点 仙台市 (株)みちのく綜合技術

H21.6.30
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宮城県 石巻市 H21.3.14 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

1772.8
k㎡

東北地方整備局北上川
下流河川事務所

国際航業(株)

登米市 H21.7.31
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ
2489.7

k㎡

栗原市
基盤地
図情報

航空レーザ
2489.7

k㎡
東松島市
大崎市
松島町
大和町
大郷町
富谷町
大衡村
色麻町
加美町
涌谷町
美里町

宮城県 青葉区 H21.6.3
街区基準点復
旧

街区多
角点

基準点   1点 仙台市 (有)オオツキ

H21.6.30

宮城県 南三陸町 H21.4.21 道路計画 ２級 基準点   14点
東北地方整備局仙台河
川国道事務所

東北エンジニアリング(株)

H21.8.31 ３級 基準点   10点

宮城県 登米市 H21.6.1 ほ場整備 ２級 基準点   2点
宮城県東部地方振興事
務所

(株)丹野測量設計

H21.7.31

宮城県 若林区 H21.7.17
仙台市道路台
帳基準点復旧

３級 基準点   2点
東北地方整備局仙台河
川国道事務所名取川出

庄子測量設計事務所

H21.8.17

宮城県 泉区 H21.7.20
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   1点 仙台市泉区長 (株)秋元技術コンサルタンツ

H21.8.28

宮城県 泉区 H21.7.20
街区基準点復
旧

街区多
角点

基準点   1点 仙台市 (株)秋元技術コンサルタンツ

H21.7.28
宮城県 塩竃市 H21.2.20 砂防計画 12500 カラー撮影 19.8k㎡ 宮城県 アジア航測(株)

白石市 H21.8.31 2500 数値図化 63.1k㎡
栗原市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 201.7k㎡
大崎市
柴田町
川崎町
丸森町
松島町
涌谷町

宮城県 美里町 H21.7.21 ほ場整備 ２級 基準点   7点
宮城県北部地方振興事
務所

(株)大江設計

H22.3.26 ３級 基準点   56点
４級 基準点   314点
２級 座標変換   5点

宮城県 栗原市 H21.7.30 砂防計画 １級 基準点   2点
宮城県北部土木事務所
栗原地域事務所

(株)渡工測量設計

H21.11.30 ２級 基準点   2点
３級 基準点   5点
４級 基準点   24点

宮城県 栗原市 H21.7.30 砂防計画 １級 基準点   3点
宮城県北部土木事務所
栗原地域事務所

(株)サーヴェイ・プラン

H21.11.30 ３級 基準点   2点
４級 基準点   7点

宮城県 柴田町 H21.7.6
固定資産現況
調査

10000 数値撮影 54.0k㎡ 柴田町 朝日航洋(株)

H21.12.15 1000 同時調整   5点

宮城県 名取市 H21.7.13 土地区画整理 １級 座標変換   2点
名取市飯野坂東部土地
区画整理組合設立準備
委員会

(株)パスコ

H21.10.31 ３級 基準点   3点

宮城県 名取市 H21.8.10
固定資産現況
調査

10000 数値撮影 100.1k㎡ 名取市 朝日航洋(株)

H21.12.25 1000 同時調整   7点

宮城県 名取市 H21.7.28 ほ場整備 ２級 座標変換   8点
宮城県仙台地方振興事
務所

(株)大江設計

岩沼市 H22.3.19 ３級 基準点   30点
４級 基準点   190点

宮城県 大河原町 H21.8.6
固定資産現況
調査

10000 数値撮影 25.0k㎡ 大河原町 朝日航洋(株)

H21.12.15 1000 同時調整   5点

宮城県 若林区 H21.8.17
３級基準点復
旧

３級 基準点   1点 仙台市 (株)パスコ

H21.8.31
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宮城県 栗原市 H21.8.7 ほ場整備 ２級 座標補正   9点
宮城県北部地方振興事
務所

岩倉測量設計(株)

H22.3.10 ２級 標高補正   9点
３級 基準点   38点
４級 基準点   153点

宮城県 泉区 H21.9.1 道路台帳 ３級 基準点   5点 仙台市 仙東技術（株）
H21.10.2

宮城県 美里町 H21.9.15 確定測量 ２級 基準点   9点
宮城県北部地方振興事
務所

(株)加美測量設計事務所

H22.3.26 ２級 座標変換   2点
３級 基準点   52点
４級 基準点   254点

宮城県 石巻市 H21.8.18
基盤整備事業
地形図作成

３級 水　準  6.5km 石巻市 国際航業(株)

H22.1.29 1000 数値図化 1.6k㎡

宮城県 石巻市 H21.9.7
都市計画図作
成

2500 数値図修正 13.7k㎡ 石巻市 (株)パスコ

H22.3.15 2500
既成図数値
化

13.7k㎡

2500 座標変換 13.7k㎡

宮城県 太白区 H21.10.9
地図混乱地域
の基準点設置

３級 基準点   8点 仙台法務局 土地家屋調査士松田貞義事務所

H22.2.28 ４級 基準点   245点

宮城県 栗原市 H21.10.30 砂防計画 １級 基準点   2点
宮城県北部土木事務所
栗原地域事務所

岩倉測量設計(株)

H22.3.26 ３級 基準点   6点
４級 基準点   13点

宮城県 大崎市 H21.10.9 道路計画 簡級 水　準  7.5km 宮城県北部土木事務所 アジア航測(株)
H22.1.29 4000 カラー撮影 2.8k㎡

500 数値図化 0.3k㎡
500 空　三   9Ｍ

宮城県 気仙沼市 H21.10.30 地盤変動調査 １級 水　準  16.2km 気仙沼市 岩倉測量設計(株)
H21.12.15

宮城県 登米市 H21.9.4 河川計画 ２級 基準点   7点
東北地方整備局北上川
下流河川事務所

岩倉測量設計(株)

H22.2.1 ３級 基準点   50点
２級 座標変換   6点

宮城県 登米市 H21.8.20 下水道計画 簡級 水　準  3.7km 登米市 アジア航測(株)
H21.12.25 5000 カラー撮影 4.2k㎡

500 数値図化 1.1k㎡
500 空　三   20Ｍ

宮城県 若林区 H21.12.10
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   1点 仙台市若林区 (株)秋元技術コンサルタンツ

H21.12.25
宮城県 大崎市 H21.11.25 地盤変動調査 １級 水　準  20.0km 大崎市 （有）和光測量設計社

H22.2.26

宮城県 青葉区 H22.2.1
道路台帳基準
点復旧

３級 基準点   9点 仙台市 (株)秋元技術コンサルタンツ

太白区 H22.3.25
泉区

宮城県 青葉区 H22.2.24
道路台帳基準
点復旧

２級 基準点   1点 仙台市 (株)大江設計

H22.3.26 ３級 基準点   5点

秋田県 大館市 H20.3.11 河川用地 ２級 基準点   7点
東北地方整備局 能代河
川国道事務所

(株)東開技術

能代市 H20.12.29 ４級 基準点   8点

秋田県 秋田市 H20.7.1
水土里情報利
活用促進事業

12500 カラー撮影
2346.0

k㎡
秋田県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

横手市 H21.3.10 12500 数値撮影 939.2k㎡ アジア航測(株)

大館市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2790.0

k㎡
(株)ナカノアイシステム

男鹿市 （株）エヌ・ティ・ティエムイー
湯沢市
鹿角市
潟上市
大仙市
北秋田市
にかほ市
仙北市
小坂町
上小阿仁村
藤里町
五城目町
井川町
東成瀬村

秋田県 三種町 H20.9.2 固定資産 8000 カラー撮影 314.9k㎡ 三種町 (株)パスコ
H21.3.27

秋田県 東成瀬村 H20.7.18 道路計画 １級 基準点   2点 秋田県雄勝地域振興局 大日本コンサルタント(株)
H21.3.20 ３級 基準点   2点
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秋田県 にかほ市 H20.8.13 都市計画 10000 カラー撮影 240.6k㎡ にかほ市 (株)写測
H21.3.24 2500 数値図化 3.4k㎡

2000 写測修正 38.4k㎡

2500
既成図数値
化

20.4k㎡

2500 座標変換 58.8k㎡
秋田県 三種町 H20.9.2 道路台帳 簡級 水　準  10.0km 三種町 東北測量(株)

H21.3.21 10000 カラー撮影 46.0k㎡
1000 数値図化 2.0k㎡
1000 座標変換 21.0k㎡

秋田県 由利本荘市 H20.10.10 下水道台帳 簡級 水　準  5.3km 由利本荘市 (株)写測
H21.3.10 5000 カラー撮影 2.7k㎡

500 数値図化 0.5k㎡
500 空　三   5Ｍ

秋田県 由利本荘市 H20.11.21 ダム計画
ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 10.6k㎡

東北地方整備局鳥海ダ
ム調査事務所

国際航業(株)

H21.2.27

秋田県 能代市 H21.1.30 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 829.2k㎡

東北地方整備局能代河
川国道事務所

国際航業(株)

大館市 H21.3.31
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 953.1k㎡

鹿角市
基盤地
図情報

航空レーザ 953.1k㎡

北秋田市
藤里町
上小阿仁村

秋田県 由利本荘市 H21.4.1 道路計画 ３級 基準点   6点 秋田県由利地域振興局 (有)西奥羽測量設計
H21.6.19 ４級 基準点   16点

秋田県 東成瀬村 H21.5.22 地すべり対策 ２級 基準点   17点 秋田県雄勝地域振興局 柴田工事調査(株)
H21.12.18

秋田県 由利本荘市 H21.5.22 ダム計画 簡級 水　準  8.7km
東北地方整備局鳥海ダ
ム調査事務所

国際航業(株)

H21.11.30 8000 数値撮影 15.4k㎡
1000 数値図化 3.0k㎡
1000 編　集 2.8k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 15.4k㎡

1000
直接定位計
算

  93点

秋田県 秋田市 H21.3.17
砂防、河川管
理

ﾚｰｻﾞ計
測

航空レーザ 311.3k㎡
東北地方整備局秋田河
川国道事務所

国際航業(株)

能代市 H21.9.30
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 783.7k㎡

男鹿市
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 783.7k㎡

由利本荘市
基盤地
図情報

航空レーザ 783.7k㎡

潟上市
大仙市
にかほ市
八峰町

秋田県 仙北市 H21.6.15 下水道計画 2500 数値図化 0.1k㎡ 仙北市 (株)パスコ
H21.12.28 2500 数値図修正 1.1k㎡

秋田県 仙北市 H21.6.25 下水道台帳 4000 カラー撮影 1.0k㎡ 仙北市 (株)パスコ
H21.12.28 500 同時調整   5点

500 数値図化 0.1k㎡
2500 編　集 0.1k㎡

秋田県 男鹿市 H21.6.19 ほ場整備 ３級 水　準  6.8km 男鹿市 (株)写測
H21.11.30 8000 カラー撮影 18.0k㎡

1000 数値図化 3.3k㎡
1000 空　三   12Ｍ

秋田県 横手市 H21.6.15 土地改良 ２級 基準点   16点 秋田県平鹿地域振興局 小川測量設計(株)
H21.12.10 ４級 基準点   120点

３級 水　準  16.4km
秋田県 井川町 H21.7.30 ほ場整備 ３級 水　準  6.8km 井川町 (株)ナカノアイシステム

H21.12.20 8000 カラー撮影 4.8k㎡
1000 数値図化 0.7k㎡
1000 空　三   5Ｍ

秋田県 秋田市 H21.8.10 14条地図作成 ３級 基準点   2点 秋田地方法務局 (株)測地コンサルタント
H21.11.30 ４級 基準点   248点

秋田県 小坂町 H21.9.8
砂防基盤図作
成

2500 数値図化 9.4k㎡ 秋田県鹿角地域振興局 アジア航測(株)

H22.2.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 35.3k㎡

秋田県 小坂町 H21.8.24 道路台帳 8000 カラー撮影 5.4k㎡
秋田県砂子沢ダム建設
事務所

(株)パスコ

H21.12.18 1000 数値図化 0.2k㎡
2500 数値図化 0.6k㎡
1000 空　三   8Ｍ

秋田県 秋田市 H21.10.21 道路計画 ３級 基準点   2点 秋田市 (株)測地コンサルタント
H22.1.29 ４級 基準点   9点
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山形県 小国町 H19.6.14 砂防計画 ２級 基準点   2点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

北斗測量調査(株)

H19.9.28

山形県 小国町 H19.6.14 砂防計画 ２級 基準点   2点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

北斗測量調査(株)

H19.9.28

山形県 天童市 H20.6.23 道路計画 ２級 基準点   2点
東北地方整備局山形河
川国道事務所

(株)復建技術コンサルタント

H20.10.30 ３級 基準点   3点
山形県 山形市 H20.9.1 砂防計画 2500 数値図化 9.2k㎡ 山形県 (株)パスコ

上山市 H20.12.18 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.2k㎡
山形県 寒河江市 H20.7.29 砂防計画 簡級 水　準  16.0km 山形県 国際航業(株)

西川町 H20.11.25 2500 数値図化 4.1k㎡
2500 空　三   8Ｍ
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.1k㎡

山形県 天童市 H20.7.7 総合計画 4000 数値撮影 142.1k㎡ 天童市 (株)パスコ
H21.3.19

山形県 小国町 H20.10.6 砂防計画 １級 基準点   3点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

大輝測量(株)

H21.2.27 ３級 基準点   3点

山形県 小国町 H20.9.29 砂防計画 ２級 基準点   4点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

(有)山栄測量設計

H20.12.10
山形県 鶴岡市 H20.11.4 道路計画 ３級 基準点   9点 山形県 (有)安野測量事務所

H20.11.28 ４級 基準点   27点
山形県 山形市 H20.11.10 地盤変動調査 ２級 水　準  31.5km 山形市 (株)田村測量設計事務所

H21.3.31

山形県 遊佐町 H20.8.4
史跡等保存管
理計画

8000 カラー撮影 2.8k㎡ 遊佐町 (株)パスコ

H20.12.25 20000 カラー撮影 42.0k㎡
1000 数値図化 0.1k㎡
5000 数値図化 9.1k㎡

山形県 天童市 H20.9.24 都市計画 2500 数値図修正 42.0k㎡ 天童市 (株)パスコ
H21.3.19 2500 座標変換 42.0k㎡

山形県 新庄市 H20.10.4 道路計画 簡級 水　準  9.0km
東北地方整備局山形河
川国道事務所

(株)福山コンサルタント

金山町 H21.3.19 1000 数値図化 2.0k㎡

山形県 寒河江市 H20.8.4 道路計画 １級 基準点   5点
東北地方整備局山形河
川国道事務所

(株)復建技術コンサルタント

最上町 H21.4.30 ２級 基準点   2点

山形県 米沢市 H20.11.12
航空レーザ測
量による地形
データ作成

ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 530.5k㎡

東北地方整備局福島河
川国道事務所

国際航業(株)

福島県 福島市 H21.7.31
ｵﾘｼﾞﾅﾙ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 530.5k㎡

郡山市
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 933.6k㎡

二本松市
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 933.6k㎡

大玉村
等高線

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 933.6k㎡

北塩原村
磐梯町
猪苗代町

山形県 新庄市 H21.2.4 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

1112.2
k㎡

東北地方整備局新庄河
川事務所

国際航業(株)

尾花沢市 H21.3.31
ｸﾞﾘｯﾄﾞﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

1254.1
k㎡

大石田町
基盤地
図情報

航空レーザ
1254.1

k㎡
金山町
最上町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
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山形県 山形市 H21.1.24 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

1758.4
k㎡

東北地方整備局山形河
川国道事務所

国際航業(株)

米沢市 H21.3.31
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ
1969.3

k㎡

寒河江市
基盤地
図情報

航空レーザ
1969.3

k㎡
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
南陽市
中山町
西川町
朝日町
大江町
高畠町
川西町
白鷹町
飯豊町

山形県 大石田町 H21.5.15 土地区画整理 ３級 基準点   4点 大石田町 玉野総合コンサルタント(株)
H22.3.10 ４級 基準点   30点

山形県 小国町 H21.3.24 砂防計画
航空

レーザ
計測

航空レーザ 120.0k㎡
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

朝日航洋(株)

飯豊町 H21.9.30
等高線

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 120.0k㎡

新潟県 関川村
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 120.0k㎡

ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 120.0k㎡

写真地
図ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 120.0k㎡

山形県 小国町 H21.3.24 砂防計画
航空

レーザ
計測

航空レーザ 180.0k㎡
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

アジア航測(株)

H21.9.30
等高線

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 180.0k㎡

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 180.0k㎡

ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 180.0k㎡

写真地
図ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 180.0k㎡

山形県 小国町 H21.5.20 砂防計画 ２級 基準点   2点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

北斗測量調査(株)

H21.9.4

山形県 小国町 H21.5.20 砂防計画 ２級 基準点   2点
北陸地方整備局飯豊山
系砂防事務所

北斗測量調査(株)

H21.9.4

山形県 長井市 H21.5.12 ダム計画 簡級 水　準  14.6km
東北地方整備局長井ダ
ム工事事務所

朝日航洋(株)

飯豊町 H21.8.28 10000 カラー撮影 36.5k㎡
1000 空　三   31Ｍ

山形県 山形市 H21.6.17 土地区画整理 ３級 基準点   2点
独立行政法人都市再生
機構山形都市開発事務

三協コンサルタント(株)

上山市 H22.3.10 ４級 基準点   13点

山形県 鶴岡市 H21.3.27
河川計画、河
川管理、海岸
保全

レーザ

計測
航空レーザ 32.3k㎡

東北地方整備局酒田河
川国道事務所

国際航業(株)

酒田市 H21.8.31
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 747.3k㎡

遊佐町
ｸﾞﾘｯﾄﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 747.3k㎡

基盤地
図情報

航空レーザ 747.3k㎡

山形県 酒田市 H21.8.24 道路計画 ２級 基準点   13点
東北地方整備局酒田河
川国道事務所

(株)双葉建設コンサルタント

遊佐町 H21.10.31 ３級 水　準  10.5km

山形県 遊佐町 H21.9.1 道路計画 ２級 基準点   12点
東北地方整備局酒田河
川国道事務所

(株)寒河江測量設計事務所

H21.10.31 ３級 水　準  12.5km

山形県 米沢市 H21.8.25 用地測量 ３級 基準点   2点
東北農政局米沢平野農
業水利事業所

昭和技術設計(株)

H21.9.30

山形県 真室川町 H21.7.23 河川用地 １級 基準点   2点
東北地方整備局新庄河
川事務所

(株)桑折コンサルタント

H21.11.2 ３級 基準点   1点
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東北地方
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 上山市 H21.8.31 土地改良 ２級 基準点   4点 山形県 三協コンサルタント(株)
H22.3.10 ３級 基準点   17点

４級 水　準   48点
山形県 山形市 H21.9.4 河川計画 ２級 基準点   16点 山形県 (株)田村測量設計事務所

H22.1.22 ３級 基準点   16点
３級 水　準  12.0km

山形県 山形市 H21.9.14 河川計画 簡級 水　準  47.7km 山形県 (株)ナカノアイシステム
H22.1.20 8000 カラー撮影 9.5k㎡

1000 数値図化 1.7k㎡
2500 数値図化 3.9k㎡
2500 空　三   26Ｍ

山形県 米沢市 H21.10.15 地盤変動調査 ２級 水　準  54.4km 米沢市 (株)春日測量設計
H21.12.20

山形県 天童市 H21.9.4 地盤変動調査 １級 水　準  26.7km 天童市 (株)三和技術コンサルタント
H21.12.15

山形県 西川町 H21.8.31
砂防基盤図作
成

2500 数値図化 1.1k㎡ 山形県 国際航業(株)

H21.12.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.3k㎡
2500 空　三   7Ｍ

山形県 飯豊町 H21.10.26 道路計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 0.4k㎡ 山形県置賜総合支庁 朝日航洋(株)

H22.1.15
ｸﾞﾘｯﾄﾞﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ 0.4k㎡

等高線ﾞ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ 0.4k㎡

山形県 長井市 H21.12.10 道路計画 12500 カラー撮影 265.0k㎡
東北地方整備局山形河
川国道事務所

(株)パスコ

川西町 H22.2.19 2500 同時調整   9点
小国町
飯豊町

新潟県 関川村

山形県 鶴岡市 H21.9.1
登記所備付地
図作成

４級 基準点   162点 山形地方法務局 (有)サイトウ測量

H22.2.26
福島県 会津美里町 H19.7.9 固定資産 10000 カラー撮影 276.4k㎡ 会津美里町 国際航業(株)

H20.3.29 1000 写真図 276.4k㎡

福島県 白河市 H20.5.7 農業水利事業 ２級 基準点   2点
東北農政局 隈戸川農業
水利事業所

(株)ダイヤコンサルタント

H20.6.30 ３級 基準点   4点
福島県 北塩原村 H20.7.1 砂防計画 12500 カラー撮影 92.6k㎡ 福島県喜多方建設事務 (株)パスコ

H21.3.31 2500 数値図化 8.9k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.8k㎡

福島県 郡山市 H20.7.17 道路台帳修正 500
既成図数値
化

421.6k㎡ 郡山市 国際航業(株)

H21.2.27 500 座標変換 421.6k㎡ (株)あさかエンジニアリング
昭和技術設計(株)
阿部測量(株)
(株)東日路政コンサルタント
(有)増子測量設計事務所
(有)大誠興測
(株)開成測量設計社
日本技術設計コンサルタント(株)
(株)日本測地コンサルタント
(有)県南測量設計センター
（株）新和調査設計
(株)郡山測量設計社

福島県 須賀川市 H20.8.8 道路計画 ３級 基準点   13点 福島県県中建設事務所 (株)郡山測量設計社
H21.3.19 ４級 基準点   51点

500 地上数値法 0.2k㎡
路　線  3.1km

福島県 須賀川市 H20.8.8 道路計画 ３級 基準点   5点 福島県県中建設事務所 陸奥測量設計(株)
鏡石町 H21.3.25 ４級 基準点   25点

路　線  1.5km
福島県 郡山市 H20.8.20 都市計画 2500 数値図化 68.5k㎡ 福島県県中建設事務所 (株)写測

H21.2.27
福島県 二本松市 H20.8.6 総合計画 8000 数値撮影 344.7k㎡ 二本松市 (株)パスコ

H20.11.28 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 344.7k㎡
福島県 小野町 H20.9.8 河川計画 ３級 基準点   8点 福島県県中建設事務所 (株)郡山測量設計社

H20.10.16 ４級 基準点   84点

福島県 福島市 H20.9.25 地籍調査
街区多

角点
基準点   1点 福島市 東邦測地(有)

H21.1.31
福島県 田村市 H20.9.18 農道整備 ３級 基準点   4点 福島県県中農林事務所 昭和技術設計(株)

H20.12.25

福島県 須賀川市 H20.10.2
ほ場整備（須
賀川市仁井田
地内）

２級 基準点   13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

H21.3.18

－161－



東北地方
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福島県 鏡石町 H20.10.2
ほ場整備（鏡
石町成田地
内）

２級 基準点   14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

H21.3.18

福島県 下郷町 H20.12.17 道路計画 8000 カラー撮影 4.2k㎡
福島県南会津建設事務
所

アジア航測(株)

H21.3.19 1000 数値図化 2.1k㎡
ﾚｰｻﾞ計

測
航空レーザ 4.2k㎡

福島県 郡山市 H20.11.21 都市計画 2500 数値図化 16.5k㎡ 福島県県中建設事務所 国際航業(株)
H21.3.19

福島県 郡山市 H20.11.21 都市計画 2500 数値図化 15.9k㎡ 福島県県中建設事務所 国際航業(株)
H21.3.19

福島県 いわき市 H21.2.1 道路計画 ２級 基準点   12点
東北地方整備局磐城国
道事務所

(株)復建技術コンサルタント

H21.3.25 ３級 水　準  10.0km

福島県 下郷町 H21.2.20 道路計画 1000 数値図化 3.5k㎡
福島県南会津建設事務
所

アジア航測(株)

H21.3.25

福島県 下郷町 H21.5.1 森林計画 20000 撮　影
1210.0

k㎡
福島県 (株)中庭測量コンサルタント

只見町 H22.1.16
南会津町
昭和村

福島県 福島市 H21.3.31 河川計画
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃﾞｰﾀ
航空レーザ

2157.2
k㎡

東北地方整備局福島河
川国道事務所

国際航業(株)

郡山市 H21.5.29
ｸﾞﾘｯﾄ
ﾃﾞｰﾀ

航空レーザ
2452.7

k㎡

白河市
基盤地
図情報

航空レーザ
2686.3

k㎡
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
大玉村
鏡石町
天栄村
泉崎村
矢吹町
棚倉町

福島県 会津若松市 H21.3.31 河川計画 12500 数値撮影 40.0k㎡
北陸地方整備局阿賀川
河川事務所

(株)帝国コンサルタント

須賀川市 H21.10.30 2500 数値図修正 40.0k㎡
湯川村 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 40.0k㎡
会津美里町

福島県 南会津町 H21.6.30 砂防計画 2500 数値図化 1.7k㎡
福島県南会津建設事務
所

(株)八州

H22.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10.5k㎡

福島県 浅川町 H21.7.1 総合計画
地上解
像度16

㎝
数値撮影 37.4k㎡ 浅川町 (株)パスコ

H22.1.29 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 37.4k㎡

福島県 西郷村 H21.7.1 総合計画
地上解
像度16

㎝
数値撮影 192.3k㎡ 西郷村 (株)パスコ

H22.3.25 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 192.3k㎡

福島県 会津若松市 H21.7.31 砂防計画 2500 数値図化 1.2k㎡
福島県会津若松建設事
務所

(株)写測

H21.11.9 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.0k㎡

福島県 福島市 H21.10.22 河川管理 12500 カラー撮影 132.8k㎡
東北地方整備局福島河
川国道事務所

アジア航測(株)

須賀川市 H22.1.29 2500 数値図修正 6.9k㎡
二本松市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
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関東地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

茨城県 つくば市 H19.7.4 都市計画 2500 数値図化 273.2k㎡ 茨城県　　つくば市 (株)パスコ

H21.3.26

茨城県 古河市 H19.11.20 地盤変動調査 １級 水　準  365.0km 茨城県 (株)あいだ測量設計
土浦市 H20.3.31
結城市
竜ケ崎市
下妻市
常総市
取手市
牛久市
つくば市
守谷市
坂東市
かすみがうら
市
つくばみらい
市
八千代町
五霞町
境町

茨城県 坂東市 H20.6.17 都市計画 2500 数値図修正 25.3k㎡ 茨城県　　坂東市 国際航業(株)

H21.3.19 2500
既成図数値
化

58.8k㎡

茨城県  H20.10.1 固定資産
解像度

15㎝
数値撮影

5893.0
k㎡

茨城県 (株)ナカノアイシステム

H21.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
5893.0

k㎡
三和航測(株)

(株)ウエスコ
茨城県 石岡市 H20.9.19 都市計画 1000 数値図修正 213.4k㎡ 茨城県　石岡市 国際航業(株)

H21.3.21 2500 数値図化 213.4k㎡

茨城県 つくば市 H20.10.1 固定資産
地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 284.1k㎡ 茨城県　つくば市 朝日航洋(株)

H21.3.16
茨城県 茨城町 H20.10.24 都市計画 2500 写測修正 6.9k㎡ 茨城県　茨城町 国際航業(株)

H21.3.10 2500 座標変換 6.9k㎡
茨城県 古河市 H20.11.7 固定資産 10000 数値撮影 123.6k㎡ 茨城県　古河市 国際航業(株)

H21.3.31
茨城県 牛久市 H20.11.17 道路計画 ２級 基準点   4点 常総国道事務所 あびこ測量(株)

H20.12.27 ４級 基準点   63点
路　線  1.7km

茨城県  H20.12.17 河川管理 ２級 水　準  388.0km 利根川上流河川事務所 (株)八州
栃木県  H21.3.25
群馬県  
埼玉県  
千葉県  
茨城県 古河市 H20.12.25 総合計画 ３級 基準点   14点 茨城県　　古河市 (株)八州

H21.3.25
茨城県  H20.12.26 地盤変動調査 １級 水　準   365点 茨城県 (株)共栄測地

H21.3.18

茨城県 日立市 H21.2.9 道路計画 ４級 基準点   51点
国土交通省関東地方整
備局常陸河川国道事務
所

三和航測(株)

H21.3.31

茨城県 行方市 H21.2.18
地図訂正及び
地積更正

１級 基準点   1点 茨城県　　行方市 (株)ダイコウ測量設計

H21.3.25 ２級 基準点   1点
３級 基準点   1点

測量地域 事業量
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茨城県 古河市 H20.8.9 河川管理 12500 カラー撮影 605.0k㎡
国土交通省関東地方整
備局利根川上流河川事
務所

第一航業(株)

常総市 H21.3.31 2500 数値図修正 64.8k㎡
取手市
守谷市
坂東市
五霞町

群馬県 太田市
伊勢崎市
板倉町
明和村
千代田町
大泉町

埼玉県 行田市
加須市
本庄市
羽生市
深谷市
大利根町

千葉県 野田市
柏市

茨城県 常陸大宮市 H21.7.7 砂防計画 2500 数値図化 67.5k㎡
茨城県常陸大宮土木事
務所

アジア航測(株)

那珂市 H21.12.3
東海村

茨城県
つくばみらい
市

H21.7.4 砂防計画 2500 数値図化 16.5k㎡ 茨城県土浦土木事務所 (株)オオバ

H21.10.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 16.5k㎡
茨城県 大洗町 H21.6.25 ほ場整備 ２級 基準点   7点 茨城県県央農林事務所 茨城県土地改良事業団体連合会

H21.10.30 1000 数値図化 1.0k㎡

茨城県 結城市 H21.7.28 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

昭和(株)

H22.1.27

茨城県 結城市 H21.7.28 地籍調査 街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

倉持測量(株)

H22.1.15
茨城県 茨城町 H21.8.12 都市計画 2500 写測修正 21.0k㎡ 茨城県　茨城町 国際航業(株)

H21.12.21 2500 座標変換 21.0k㎡
茨城県 下妻市 H21.7.9 砂防計画 2500 数値図化 17.3k㎡ 茨城県常総工事事務所 国際航業(株)

H21.11.5

茨城県 坂東市 H21.8.7
畑地帯総合整
備事業

２級 基準点   8点
茨城県県西農林事務所
境土地改良事務所

茨城県土地改良事業団体連合会

H22.3.15 500 数値図化 0.1k㎡

茨城県 坂東市 H21.9.2
畑地帯総合整
備事業

２級 基準点   6点
茨城県県西農林事務所
境土地改良事務所

茨城県土地改良事業団体連合会

H22.3.15 1000 数値図化  

茨城県 日立市 H21.7.3 砂防計画 2500 数値図化 92.3k㎡
茨城県常陸太田工事事
務所

三和航測(株)

高萩市 H21.12.29
常陸太田市

茨城県 東海村 H21.12.18 土地区画整理 ３級 基準点   30点 茨城県　東海村 大和測量(株)
H22.3.5 ４級 基準点   400点

茨城県 潮来市 H22.1.29 河川管理 1000 数値図化 0.2k㎡ 茨城県潮来土木事務所 (株)パスコ
H22.2.26

栃木県 大田原市 H18.10.16 道路台帳 8000 数値撮影 354.1k㎡ 栃木県　　大田原市 (株)パスコ
 1000 数値図化 354.1k㎡

栃木県 大田原市 H19.8.6 都市計画 2500 数値図化 354.1k㎡ 栃木県　　大田原市 (株)パスコ
 

栃木県 鹿沼市 H19.11.1 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 240.4k㎡ 栃木県　　鹿沼市 アクリーグ(株)

H20.4.30
地上画
素寸法

24㎝
数値撮影 250.2k㎡

栃木県 真岡市 H19.11.16 土地区画整理 ３級 基準点   20点 栃木県　　真岡市 (株)篠原設計
H20.3.20 ４級 基準点   180点

栃木県 那須町 H19.11.20 都市計画 12500 カラー撮影 41.1k㎡ 栃木県　　那須町 那須測量(株)
H20.3.20 2500 数値図修正 9.6k㎡

栃木県 藤岡町 H19.11.10 河川計画 ２級 基準点   35点
関東地方整備局 渡良瀬
川河川事務所

（株）GIS関東

佐野市 H20.3.19 ４級 基準点   367点
足利市

群馬県 板倉町
館林市
邑楽町
太田市
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栃木県 佐野市 H19.11.13 河川計画 ２級 基準点   31点
関東地方整備局 渡良瀬
川河川事務所

藤和航測(株)

足利市 H20.2.29 ４級 基準点   254点
群馬県 館林市

太田市
桐生市

栃木県 足利市 H19.10.19 河川計画 ２級 基準点   30点
関東地方整備局 渡良瀬
川河川事務所

(株)オオバ

群馬県 桐生市 H20.2.29 ４級 基準点   271点
みどり市

栃木県 日光市 H19.10.25 固定資産 8000 数値撮影 408.0k㎡ 栃木県　　日光市 国際航業(株)
H20.3.20 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 408.0k㎡

栃木県  H20.3.10 土地改良 15000 カラー撮影
5407.0

k㎡
栃木県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

H21.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2718.0

k㎡

栃木県 益子町 H20.5.1 土地区画整理 ２級 基準点   3点
益子町七井第1土地区画
整理組合

(株)山都

H20.10.30 ３級 基準点   7点
４級 基準点   60点

栃木県 芳賀町 H20.7.28 都市計画 2500 数値図化 11.5k㎡ 栃木県芳賀町 国際航業(株)
H21.2.25 1000 数値図化 11.5k㎡

栃木県 宇都宮市 H20.8.1 都市計画 2500 数値図修正 233.7k㎡ 栃木県　宇都宮市 (株)パスコ
H21.3.19

栃木県 小山市 H20.9.18 土地区画整理 ３級 基準点   8点
小山市小山東部第二土
地区画整理組合

晃洋設計測量(株)

H22.3.25 ４級 基準点   130点
栃木県 宇都宮市 H20.10.6 砂防計画 2500 数値図化 7.5k㎡ 栃木県宇都宮土木事務 国際航業(株)

H21.1.23
栃木県 日光市 H20.8.22 水道施設管理 2500 数値図化 22.7k㎡ 栃木県　　日光市 国際航業(株)

H21.3.19 1000 数値図化 4.3k㎡
栃木県 那須塩原市 H20.10.24 都市計画 15000 カラー撮影 398.4k㎡ 栃木県　那須塩原市 那須測量(株)

H21.3.25 10000
既成図数値
化

398.4k㎡

10000 座標変換 398.4k㎡
10000 数値図修正 398.4k㎡

栃木県 足利市 H20.12.1 地盤変動調査 １級 水　準  404.0km 栃木県 (株)中庭測量コンサルタント
栃木市 H21.3.31
佐野市
小山市
下野市
西方町
二宮町
壬生町
野木町
大平町
藤岡町
岩舟町
都賀町

栃木県 壬生町 H20.10.23 固定資産
地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 61.1k㎡ 栃木県　壬生町 国際航業(株)

H21.3.10 空　三   989Ｍ

栃木県 小山市 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 171.6k㎡ 栃木県　小山市 アクリーグ(株)

H21.4.30

栃木県 真岡市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 111.8k㎡ 栃木県　真岡市 朝日航洋(株)

H21.2.27

栃木県 足利市 H20.12.1 河川計画
地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 370.4k㎡

関東地方整備局渡良瀬
川河川事務所

(株)ウエスコ

佐野市 H21.2.27
藤岡町

群馬県 桐生市
太田市
館林市
みどり市
板倉町
邑楽町

栃木県 佐野市 H21.1.21 開発計画 ３級 基準点   11点 栃木県　　佐野市 東武計画(株)
H21.3.10 ４級 基準点   76点

栃木県 足利市 H21.2.5 河川管理 ２級 水　準  4.4km
国土交通省関東地方整
備局渡良瀬川河川事務
所

協和測量設計(株)

群馬県 太田市 H21.8.10 簡級 水　準  41.4km
縦横断  20.7km
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栃木県 佐野市 H21.2.4 河川管理 ２級 水　準  1.9km
国土交通省関東地方整
備局渡良瀬川河川事務
所

技研測量設計(株)

藤岡町 H21.8.10
２級（水

準基標）
水　準  50.8km

群馬県 館林市 縦横断  25.4km
板倉町
邑楽町

栃木県 さくら市 H20.9.29 砂防計画 2500 数値図化 13.2k㎡ 栃木県矢板土木事務所 協和測量設計(株)
塩谷町 H21.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 13.2k㎡

栃木県 那珂川町 H21.6.17 砂防計画 2500 数値図化 17.8k㎡ 栃木県烏山土木事務所 日研測量(株)
H21.11.13

栃木県 那珂川町 H21.6.17 砂防計画 2500 数値図化 16.3k㎡ 栃木県烏山土木事務所 宇都宮測量(株)
H21.11.13

栃木県 佐野市 H21.8.31 文化財調査 500 数値図化 0.4k㎡ 栃木県　佐野市 東武計画(株)
H22.2.28

栃木県 那須町 H21.7.13 砂防計画 2500 数値図化 7.8k㎡ 栃木県大田原土木事務 那須測量(株)
H22.1.8

栃木県 那須町 H21.11.2 都市計画 2500 数値図化 9.6k㎡ 栃木県　那須町 那須測量(株)
H21.11.30 簡級 水　準 8.3k㎡

栃木県 佐野市 H21.12.21 文化財調査 ３級 基準点   6点 栃木県　　佐野市 東武計画(株)
H22.2.28

群馬県 みなかみ町 H19.5.21 都市計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 190.6k㎡ 群馬県　　みなかみ町 国際航業(株)

H19.9.28 2500 数値図化 18.0k㎡

群馬県 東吾妻町 H19.7.13 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 253.7k㎡ 群馬県　　東吾妻町 (株)パスコ

H20.3.25
群馬県 高崎市 H20.5.15 森林計画 20000 カラー撮影 579.0k㎡ 群馬県 朝日航洋(株)

安中市 H20.11.30

群馬県 草津町 H20.7.28 都市計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 114.0k㎡ 群馬県草津町 (株)ナカノアイシステム

H21.3.23 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 114.0k㎡
1000 数値図化 7.0k㎡
1000 数値図修正 7.0k㎡

群馬県 嬬恋村 H20.9.10 ほ場整備 ２級 基準点   4点 群馬県 群馬県土地改良事業団体連合会
H21.3.1 ３級 基準点   8点

４級 基準点   38点
群馬県 伊勢崎市 H20.9.10 土地改良 ２級 基準点   1点 群馬県 群馬県土地改良事業団体連合会

H21.3.20 ３級 基準点   10点
４級 基準点   74点

群馬県 安中市 H20.9.22 ほ場整備 ２級 基準点   4点 群馬県 群馬県土地改良事業団体連合会
H20.12.26 ３級 基準点   20点

４級 基準点   100点
群馬県 富岡市 H20.9.25 土地改良 ２級 基準点   7点 群馬県　西部農業事務所 プロファ設計(株)

安中市 H21.3.10
群馬県 前橋市 H20.12.8 地盤変動調査 １級 水　準  400.0km 群馬県 技研測量設計(株)

高崎市 H21.3.27
伊勢崎市
太田市
館林市
藤岡市
吉井町
玉村町
板倉町
明和町
千代田町
大泉町
邑楽町

群馬県 前橋市 H20.10.6 宅地開発 ３級 基準点   2点 群馬県企業局 (株)オウギ工設
伊勢崎市 H20.12.10 ４級 基準点   74点

500 平　板 0.4k㎡
群馬県 伊勢崎市 H20.10.24 基準点整備 ２級 基準点   65点 群馬県　　伊勢崎市 都市設計(株)

H21.3.18 2級改測 基準点   45点
群馬県 明和町 H21.1.5 用地測量 ３級 基準点   4点 群馬県企業局 都市設計(株)

H21.1.30
群馬県 富岡市 H20.11.20 都市計画 2500 数値図化 94.1k㎡ 群馬県　富岡市 (株)開成エﾝジニアリング

H21.12.28 2500 数値図修正 94.2k㎡
2500 数値図化 28.8k㎡

群馬県 東吾妻町 H21.6.19 道路計画 1000 数値図化 3.5k㎡
群馬県吾妻県民局中之
条土木事務所

(株)パスコ

H21.12.10
群馬県 伊勢崎市 H21.6.25 基準点整備 ２級 基準点   89点 群馬県　　伊勢崎市 都市設計(株)

H22.1.13
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群馬県 みどり市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

東武計画(株)

H21.11.24

群馬県 みどり市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)フジ開発測量

H21.12.21

群馬県 みどり市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

協和・コイデ・経常測量共同企業体

H21.12.7

群馬県 みどり市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

技研測量設計(株)

H22.2.10

群馬県 太田市 H21.10.26 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 176.5k㎡ 群馬県　太田市 アクリーグ(株)

H22.2.15
群馬県 藤岡市 H20.5.30 その他 ３級 基準点   6点 藤岡市土地開発公社 (株)高崎測量

H22.3.30

埼玉県 志木市 H17.8.22 土地区画整理 １級 基準点   3点
志木市西原特定土地区
画整理組合

昭和(株)

H18.6.30 ３級 基準点   14点
４級 基準点   203点
500 平　板 0.4k㎡

埼玉県 狭山市 H19.7.5 都市計画 5000 カラー撮影 49.0k㎡ 埼玉県　　狭山市 (株)八州
H20.3.25 500 数値図化 1.5k㎡

2500 数値図化 49.0k㎡
埼玉県 川島町 H19.9.3 土地区画整理 ３級 基準点   8点 埼玉県　　川島町 株式会社たばたプランニング

H20.12.31 ４級 基準点   90点
500 平　板 0.4k㎡

路　線  4.2km
埼玉県 秩父市 H19.10.3 都市計画 20000 カラー撮影 264.9k㎡ 埼玉県　　秩父市 (株)パスコ

H20.3.24 2500 数値図化 260.0k㎡

10000
既成図数値
化

264.9k㎡

10000 数値図修正 264.9k㎡
10000 編　集 327.2k㎡

埼玉県 八潮市 H20.1.7 土地区画整理 ２級 基準点   3点
独立行政法人都市再生
機構埼玉地域支社

(株)日測

H20.6.30 ３級 基準点   49点

埼玉県 三郷市 H20.6.1 土地区画整理 ２級 基準点   10点
独立行政法人都市再生
機構埼玉地域支社

(株)双葉

H20.12.31 ３級 基準点   174点

埼玉県 宮代町 H20.5.22 固定資産
地上画
素寸法
(16㎝)

数値撮影 16.0k㎡ 埼玉県　　宮代町 (株)パスコ

H21.3.27

埼玉県 栗橋町 H20.7.14 土地区画整理 ４級 基準点   117点
栗橋・大利根土地区画整
理一部事務組合

昭和(株)

H21.3.10 500 平　板 0.1k㎡
埼玉県 さいたま市 H20.6.5 都市計画 500 数値図修正 217.5k㎡ 埼玉県　　さいたま市 (株)パスコ

H21.3.25 1000 数値図修正 217.5k㎡
2500 数値図修正 217.5k㎡

埼玉県 上尾市 H20.7.22 土地区画整理 ３級 基準点   7点
上尾市大谷北部第四土
地区画整理組合

昭和(株)

H21.3.19 ４級 基準点   91点
３級 水　準  15.7km

埼玉県 富士見市 H20.7.25 土地区画整理 ３級 基準点   27点
富士見市勝瀬原特定土
地区画整理組合

共和コンサルタント(株)

ふじみ野市 H21.3.31 ４級 基準点   342点
500 平　板 0.7k㎡

埼玉県 八潮市 H20.8.1 土地区画整理 500 平　板 0.1k㎡ 埼玉県　　八潮市 共和コンサルタント(株)
H21.3.19

埼玉県 伊奈町 H20.6.17 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 14.8k㎡ 埼玉県伊奈町 (株)パスコ

H21.3.24

埼玉県 春日部市 H20.4.24 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 67.0k㎡ 埼玉県　春日部市 (株)パスコ

H21.3.16
埼玉県 東松山市 H20.8.5 都市計画 2500 数値図修正 65.3k㎡ 埼玉県　東松山市 大輝測量株式会社

H21.3.16

埼玉県 毛呂山町 H20.5.13 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 74.5k㎡ 埼玉県毛呂山町 (株)パスコ

越生町 H21.3.13
埼玉県 朝霞市 H20.6.19 都市計画 12500 カラー撮影 18.4k㎡ 埼玉県朝霞市 昭和(株)

H21.3.25 2500 数値図修正 18.4k㎡
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埼玉県 春日部市 H20.9.16 都市計画 1000 数値図化 13.8k㎡ 埼玉県　春日部市 (株)パスコ
H21.3.16 2500 数値図化 13.8k㎡

埼玉県 秩父市 H20.8.11 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 422.4k㎡ 埼玉県　秩父市 (株)パスコ

H21.3.24
埼玉県 川越市 H20.10.1 都市計画 ２級 基準点   71点 埼玉県　　川越市 司測量設計調査(株)

H21.2.27
埼玉県 富士見市 H20.9.19 都市計画 2500 数値図修正 19.7k㎡ 埼玉県　富士見市 朝日航洋(株)

H21.3.25
埼玉県 伊奈町 H20.10.1 土地区画整理 500 数値図化 0.3k㎡ 埼玉県　　伊奈町 昭和(株)

H21.3.25
埼玉県 鶴ヶ島市 H20.10.1 都市計画 12500 カラー撮影 17.7k㎡ 埼玉県　鶴ケ島市 三和航測(株)

H21.3.10 2500 数値図修正 17.7k㎡
2500 座標変換 17.7k㎡

埼玉県 和光市 H20.7.24 都市計画 12500 カラー撮影 11.0k㎡ 埼玉県　和光市 太平洋航業(株)
H21.3.25 2500 数値図修正 11.0k㎡

埼玉県 横瀬町 H20.6.17 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 49.4k㎡ 埼玉県　横瀬町 (株)パスコ

H21.3.13

埼玉県 さいたま市 H20.8.1 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 217.5k㎡ 埼玉県　　さいたま市 (株)パスコ

H21.2.27

埼玉県 三芳町 H20.10.14 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 15.3k㎡ 埼玉県　三芳町 (株)パスコ

H21.3.10

埼玉県 上尾市 H20.10.27 土地区画整理 ４級 基準点   393点
上尾市小泉土地区画整
理組合

昭和(株)

H21.3.25 500 数値図化 0.2k㎡

埼玉県 狭山市 H20.8.4 宅地開発 ３級 基準点   6点
独立行政法人都市再生
機構埼玉地域支社

平和フイールド(株)

H21.3.31
埼玉県 狭山市 H20.11.10 ほ場整備 ３級 基準点   5点 埼玉県　　狭山市 埼玉県土地改良事業団体連合会

H21.3.25 500 数値図化 0.2k㎡
埼玉県 入間市 H20.12.1 都市計画 ２級 基準点   4点 埼玉県　　入間市 大成測量(株)

H21.3.27 ３級 水　準  6.4km

埼玉県 川越市 H20.10.20 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 109.2k㎡ 埼玉県　川越市 (株)パスコ

H21.3.26

埼玉県 熊谷市 H20.10.25 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 159.9k㎡ 埼玉県　熊谷市 (株)パスコ

H21.3.19

埼玉県 蕨市 H20.10.27 固定資産
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 5.1k㎡ 埼玉県　蕨市 (株)パスコ

H21.3.27
埼玉県  H20.11.27 地盤変動調査 １級 水　準  974.0km 埼玉県 昭和(株)

H21.3.19

埼玉県 吉見町 H20.10.28 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 38.6k㎡ 埼玉県　吉見町 (株)パスコ

H21.3.24

埼玉県 上尾市 H20.12.11 土地区画整理 ３級 基準点   9点
上尾市瓦葺東部土地区
画整理組合

共和コンサルタント(株)

H21.3.19 ４級 基準点   28点
500 平　板 0.1k㎡

埼玉県 志木市 H20.12.20 固定資産
解像度8

㎝
数値撮影 9.1k㎡ 埼玉県　志木市 (株)パスコ

H21.3.20
直接定位計
算

9.1k㎡

埼玉県 和光市 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 11.0k㎡ 埼玉県　和光市 (株)パスコ

H21.3.23
埼玉県 寄居町 H20.11.20 基準点管理 ２級 基準点   2点 埼玉県　　寄居町 国際航業(株)

H21.2.6 ３級 基準点   10点

埼玉県 越谷市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

13㎝
数値撮影 60.3k㎡ 埼玉県　越谷市 アジア航測(株)

H21.3.19
直接定位計
算

60.3k㎡
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埼玉県 東松山市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 65.3k㎡ 埼玉県　東松山市 朝日航洋(株)

H21.3.10
埼玉県 行田市 H20.12.22 固定資産 12500 数値撮影 67.4k㎡ 埼玉県　行田市 朝日航洋(株)

H21.2.27

埼玉県 蓮田市 H20.12.29 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 27.3k㎡ 埼玉県　蓮田市 国際航業(株)

H21.1.7
直接定位計
算

27.3k㎡

埼玉県 深谷市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 137.6k㎡ 埼玉県　深谷市 朝日航洋(株)

H21.3.31

埼玉県 鴻巣市 H20.12.25 土地区画整理 ３級 基準点   5点
鴻巣市三ツ木土地区画
整理組合

昭和(株)

H21.5.29 ４級 基準点   92点
500 地上数値法 0.1k㎡

埼玉県 さいたま市 H20.12.15 地盤変動調査 １級 水　準  122.0km 埼玉県　　さいたま市 (株)八州
H21.3.31

埼玉県 寄居町 H20.10.1 固定資産 5000 カラー撮影 64.2k㎡ 埼玉県　寄居町 国際航業(株)
H21.3.18

埼玉県 吉川市 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 31.6k㎡ 埼玉県　吉川市 国際航業(株)

H21.3.25
直接定位計
算

31.6k㎡

埼玉県 幸手市 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 34.0k㎡ 埼玉県　幸手市 (株)パスコ

H21.3.16

埼玉県 ふじみ野市 H21.1.20 土地区画整理 ３級 基準点   8点
ふじみ野市駒林土地区
画整理組合

東武計画(株)

H21.3.19 ４級 基準点   80点
３級 水　準  4.7km
４級 水　準  3.9km
500 平　板 0.1k㎡

埼玉県 草加市 H21.1.30 都市計画 １級 基準点   1点 埼玉県　　草加市 アジア航測(株)
H21.3.31

埼玉県 長瀞町 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 30.4k㎡ 埼玉県　長瀞町 (株)パスコ

H21.3.19
埼玉県 上里町 H20.10.10 固定資産 5000 カラー撮影 29.2k㎡ 埼玉県　上里町 国際航業(株)

H21.3.19
埼玉県 本庄市 H20.11.7 固定資産 5000 カラー撮影 89.7k㎡ 埼玉県　本庄市 国際航業(株)

H21.3.16

埼玉県 羽生市 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 58.6k㎡ 埼玉県　羽生市 (株)パスコ

H21.3.19

埼玉県 白岡町 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 24.9k㎡ 埼玉県　白岡町 (株)パスコ

H21.2.27

埼玉県 さいたま市 H21.1.22 道路台帳 １級 基準点   18点
国土交通省関東地方整
備局北首都国道事務所

(株)帝国コンサルタント

川口市 H21.3.25 ２級 座標変換   70点
戸田市
和光市
三郷市

埼玉県 新座市 H21.1.6 土地区画整理 ４級 基準点   58点
新座市野火止上北土地
区画整理組合

昭和(株)

H21.3.31 500 平　板 0.1k㎡

埼玉県 鴻巣市 H21.2.27 土地区画整理 基準点   7点
鴻巣市北鴻巣駅西口土
地区画整理組合

昭和(株)

H21.5.29 基準点   79点
500 地上数値法 0.1k㎡

埼玉県 さいたま市 H21.1.9 その他 ３級 基準点   2点 埼玉県　　さいたま市 塩川設計測量(株)

H21.3.25
街区多

角点
基準点   5点

基準点   9点
埼玉県 越谷市 H21.3.9 その他 １級 基準点   1点 埼玉県　　越谷市 塩川設計測量(株)

H21.4.27
埼玉県 川口市 H21.2.26 道路台帳 ３級 基準点   25点 埼玉県　　川口市 (株)本州

H21.3.31 ４級 基準点   45点
４級 基準点   120点

基準点 0.1k㎡
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埼玉県 さいたま市 H21.2.9 その他 境界点 座標変換  4.2km 埼玉県　　さいたま市 一栄測量設計(株)
H21.3.31 タイヨー測地設計(株)

北関東測量(株)
埼玉県 所沢市 H21.5.18 都市計画 １級 基準点   1点 埼玉県　　所沢市 朝日航洋(株)

H21.7.24

埼玉県 上尾市 H21.5.26 土地区画整理 500 地上数値法 0.1k㎡
上尾市瓦葺東部土地区
画整理組合

共和コンサルタント(株)

H21.8.10
埼玉県 さいたま市 H21.6.5 基準点再設 ３級 基準点   1点 埼玉県　　さいたま市 （株）GIS関東

H21.7.31
埼玉県 越谷市 H21.4.30 都市計画 2500 数値図修正 60.3k㎡ 埼玉県　　越谷市 アジア航測(株)

H21.10.16

埼玉県 さいたま市 H21.5.14 地籍調査 街区点 基準点 1.2k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

昭和(株)

H22.2.25

埼玉県 さいたま市 H21.5.13 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

太平洋航業(株)

H22.1.6

埼玉県 さいたま市 H21.5.13 地籍調査 街区点 基準点 1.2k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

（株）GIS関東

H22.3.10

埼玉県 さいたま市 H21.5.13 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)大洋画地

H21.12.16

埼玉県 さいたま市 H21.5.14 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

カツミテクノ(株)

H23.2.10

埼玉県 さいたま市 H21.5.14 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

塩川設計測量(株)

H22.1.8

埼玉県 さいたま市 H21.5.15 地籍調査 街区点 基準点 1.3k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)中庭測量コンサルタント

H22.3.12
埼玉県 さいたま市 H21.6.1 基準点整備 ３級 基準点   3点 埼玉県　　さいたま市 塩川設計測量(株)

H21.9.30 ４級 基準点   25点
埼玉県 行田市 H21.6.10 道路台帳 ４級 基準点   400点 埼玉県　　行田市 昭和(株)

H21.11.13 ４級 水　準  21.8km
500 平　板 2.2k㎡

埼玉県 鴻巣市 H21.7.15 基準点再設 １級 基準点   1点 埼玉県　　鴻巣市 国際航業(株)
H21.7.31

埼玉県 草加市 H21.8.1 土地区画整理 ４級 基準点   70点 埼玉県　　草加市 (株)オオバ
H22.2.26 500 地上数値法 12.7k㎡

埼玉県 羽生市 H21.6.22 道路計画 ４級 基準点   39点
埼玉県行田県土整備事
務所

東洋測地調査(株)

H21.9.30 500 平　板 0.1k㎡
500 路　線  1.9km

埼玉県 さいたま市 H21.7.28 都市計画 ３級 基準点   4点 埼玉県　　さいたま市 塩川設計測量(株)
H21.9.30 ４級 基準点   35点

埼玉県 長瀞町 H21.9.1 道路台帳 ３級 基準点   4点 埼玉県　　長瀞町 秩父測量設計(株)
H22.2.12

埼玉県 吉見町 H21.7.17 ほ場整備 ３級 基準点   13点
埼玉県東松山農林振興
センター

（株）新日本エグザ

H22.3.15 ４級 基準点   95点
500 平　板 0.5k㎡

埼玉県 さいたま市 H21.9.10 基準点移転 ３級 基準点   1点 埼玉県　　さいたま市 (株)彩都コンサルタント

H21.9.30
埼玉県 蕨市 H21.8.31 座標変換 ２級 基準点   24点 埼玉県　　蕨市 (株)パスコ

H22.3.15

埼玉県 三芳町 H21.6.30 土地区画整理 ２級 基準点   4点
三芳町藤久保第一土地
区画整理組合

三協測量設計(株)

H22.2.26 ３級 基準点   34点
４級 基準点   78点

埼玉県 八潮市 H21.10.1 土地区画整理 500 数値図化 0.2k㎡ 埼玉県　　八潮市 共和コンサルタント(株)
H22.3.19

埼玉県 川越市 H21.10.1
都市基準点の
整備

２級 基準点   59点 埼玉県　　川越市 (株)ミカミ・アイエヌジー

H22.2.26

埼玉県 さいたま市 H21.10.14 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

共和コンサルタント(株)

H22.3.15

埼玉県 さいたま市 H21.10.15 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

昭和(株)

H22.3.5

埼玉県 さいたま市 H21.10.16 地籍調査 街区点 基準点 0.3k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)八州

H22.1.25

－170－



関東地方
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 さいたま市 H21.10.16 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

太平洋航業(株)

H22.2.25

埼玉県 さいたま市 H21.10.16 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

塩川設計測量(株)

H22.2.25

埼玉県 さいたま市 H21.10.13 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

（株）GIS関東

H22.3.11

埼玉県 さいたま市 H21.10.13 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

カツミテクノ(株)

H22.2.19

埼玉県 さいたま市 H21.10.14 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

埼玉コンサルタント(株)

H22.3.15

埼玉県 さいたま市 H21.10.14 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

（株）塩崎テクノブレイン

H22.2.22

埼玉県 さいたま市 H21.10.14 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

埼玉・第一・浦和共同企業体

H22.3.12

埼玉県 さいたま市 H21.10.15 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

（株）GIS関東

H22.2.12

埼玉県 さいたま市 H21.10.15 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)本州

H22.2.16

埼玉県 さいたま市 H21.10.15 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

埼玉県測量設計業協同組合

H22.3.1
埼玉県 寄居町 H21.11.9 基準点管理 ３級 基準点   8点 埼玉県　　寄居町 国際航業(株)

H22.1.15

埼玉県 さいたま市 H21.11.16 基準点移転 ３級 基準点   1点 埼玉県　　さいたま市 (株)彩都コンサルタント

H21.11.30

埼玉県 春日部市 H21.10.5 地盤変動調査 ３級 水　準
 51.0km

80点
埼玉県　　春日部市 （株）GIS関東

H22.2.26

埼玉県 所沢市 H21.12.20 固定資産
地上画
素寸法

13㎝
数値撮影 72.0k㎡ 埼玉県　所沢市 朝日航洋(株)

H22.2.10
埼玉県 深谷市 H21.12.16 土地区画整理 ４級 基準点   16点 埼玉県　　深谷市 昭和(株)

H22.3.31 500 数値図化 0.1k㎡
埼玉県 上尾市 H22.1.18 総合計画 ３級 基準点   4点 埼玉県　　上尾市 (株)パスコ

H22.3.26
埼玉県 さいたま市 H22.2.1 基準点再設 ３級 基準点   3点 埼玉県　　さいたま市 (株)東新測量設計

H22.3.15

千葉県 柏市 H18.10.1 土地区画整理 ４級 基準点 0.2k㎡
柏市湖南特定土地区画
整理組合

(株)八州

H20.9.30 500 平　板 0.2k㎡
千葉県 我孫子市 H19.4.28 都市計画 12500 カラー撮影 43.2k㎡ 千葉県　　我孫子市 サン・ジオテック(株)

H20.3.21 2500 数値図修正 40.1k㎡

千葉県 成田市 H19.11.1 土地区画整理 ４級 基準点   124点
成田市公津西土地区画
整理組合

昭和(株)

H20.5.31 500 その他 0.3k㎡

千葉県 東庄町 H20.4.20 ほ場整備 ３級 基準点   11点
千葉県海匝農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H20.10.30 ４級 基準点 0.1k㎡
千葉県 木更津市 H20.4.1 道路台帳 ２級 基準点   6点 千葉国道事務所 (株)横打

H20.11.30 ３級 基準点   11点
４級 基準点   140点
500 平　板 0.4k㎡

千葉県 千葉市 H20.3.28 道路台帳 ３級 基準点   18点 千葉国道事務所 アジア航測(株)
H20.10.31 ４級 基準点   115点

千葉県 館山市 H20.5.19 ほ場整備 ３級 基準点   2点

独立行政法人　森林総合
研究所　森林農地整備セ
ンター　安房南部建設事
業所

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.27 ４級 基準点   103点

千葉県 四街道市 H20.4.1 道路台帳
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 186.4k㎡ 千葉国道事務所 (株)パスコ

佐倉市 H20.12.27 500
既成図数値
化

1.8k㎡

酒々井町 500 数値図修正 1.8k㎡
成田市
神埼町

茨城県 稲敷町
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千葉県 山武市 H20.7.31 ほ場整備 ３級 基準点   12点
千葉県山武農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ４級 基準点 1.1k㎡
千葉県 鎌ケ谷市 H20.6.24 都市計画 2500 写測図化 21.1k㎡ 千葉県　　鎌ケ谷市 朝日航洋(株)

H21.3.20
千葉県 市川市 H20.7.1 地籍調査 ４級 基準点   70点 千葉県　　市川市 京葉測量(株)

H21.3.6 250 数値図化 0.1k㎡

千葉県 富津市 H20.7.4 固定資産
地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 63.0k㎡ 千葉県　富津市 朝日航洋(株)

富津市 H21.3.25
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 172.0k㎡

地上画
素寸法

17㎝
数値撮影 63.0k㎡

千葉県 成田市 H20.8.4 都市計画 2500
既成図数値
化

82.6k㎡ 千葉県　成田市 京葉測量株式会社

H21.3.25

千葉県 芝山町 H20.8.12 都市計画 2500
既成図数値
化

6.1k㎡ 千葉県　芝山町 京葉測量株式会社

H21.3.23 2500 数値図修正 6.1k㎡

千葉県 千葉市 H20.8.20 境界測量 ４級 基準点   40点
独立行政法人都市再生
機構千葉地域支社

大輝測量(株)

H21.3.31

千葉県 大多喜町 H20.10.10 土地改良 ３級 基準点   7点
千葉県夷隅農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.25 ４級 基準点 0.1k㎡
500 その他 0.1k㎡
３級 座標変換   4点

千葉県 八千代市 H20.10.10 ほ場整備 ２級 基準点   1点
千葉県印旛農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.25 ３級 基準点   16点
４級 基準点 0.1k㎡
３級 座標変換   4点
500 その他 0.1k㎡

千葉県 大網白里町 H20.10.10 ほ場整備 ２級 基準点   2点
千葉県山武農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.25 ３級 基準点   13点
４級 基準点 0.1k㎡

千葉県 長生村 H20.7.1 道路台帳 1000 数値図化 28.3k㎡ 千葉県　長生村 国際航業(株)
H21.3.31

千葉県 市原市 H20.10.20 土地区画整理 ４級 基準点   36点 千葉県　　市原市 (株)つくも
H21.2.19 500 数値図化 0.2k㎡

千葉県 市川市 H20.10.1 砂防計画 12500 カラー撮影 479.7k㎡
千葉県東葛飾地域整備
センター

国際航業(株)

船橋市 H21.3.25 空　三   237Ｍ
松戸市 2500 数値図化 3.8k㎡
野田市 簡級 水　準  124.5km
柏市
流山市
我孫子市
鎌ヶ谷市
白井市
印西市
八千代市
習志野市

千葉県 いすみ市 H20.11.10 ほ場整備 500 座標変換 0.2k㎡
千葉県夷隅農林振興セ
ンター

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.25

千葉県 南房総市 H20.10.15 総合計画
地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 230.2k㎡ 千葉県　南房総市 朝日航洋(株)

H21.1.31

千葉県 市川市 H20.10.1 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 56.4k㎡ 千葉県　市川市 (株)パスコ

H21.3.16

千葉県 市原市 H20.9.5 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 368.2k㎡ 千葉県　市原市 (株)パスコ

H21.3.25
千葉県 香取市 H20.9.5 都市計画 2500 数値図化 19.8k㎡ 千葉県　香取市 朝日航洋(株)

H21.3.3
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千葉県 館山市 H20.10.31 ほ場整備

３級改

測

基準点   3点

独立行政法人　森林総合
研究所　森林農地整備セ
ンター　安房南部建設事
業所

千葉県土地改良事業団体連合会

H21.3.27 ３級 基準点   5点
４級 基準点 0.2k㎡
500 数値図化 0.2k㎡

千葉県 匝瑳市 H20.9.16 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 101.8k㎡ 千葉県　匝瑳市 (株)パスコ

H21.3.6

千葉県 多古町 H20.5.7 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 72.7k㎡ 千葉県　多古町 国際航業(株)

H21.3.31
千葉県 千葉市 H20.11.11 地盤変動調査 １級 水　準  227.3km 千葉県　　千葉市 (株)八州

H21.3.25

千葉県 印旛村 H20.10.21 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 46.6k㎡ 千葉県　印旛村 (株)パスコ

H21.3.16

千葉県 大網白里町 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 58.1k㎡ 千葉県　大網白里町 朝日航洋(株)

H21.3.25

千葉県 館山市 H20.4.22 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 110.2k㎡ 千葉県　館山市 国際航業(株)

H21.3.31 空　三   1360Ｍ
千葉県 市原市 H20.12.22 土地区画整理 ４級 基準点   60点 千葉県　　市原市 昭和(株)

H21.3.16 500 平　板 0.1k㎡

千葉県 八千代市 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 51.3k㎡ 千葉県　八千代市 国際航業(株)

H21.3.31

千葉県 市川市 H20.10.22 砂防計画 2500 数値図化 25.5k㎡
千葉県葛南地域整備セ
ンター

(株)オオバ

船橋市 H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 25.5k㎡

千葉県  H20.12.4 地盤変動調査 １級 水　準
1834.0k

㎡
千葉県 (株)八州

H21.3.21 国際測地(株)
(株)中庭測量コンサルタント
昭和(株)

千葉県 旭市 H20.11.21 固定資産 10000 数値撮影 129.9k㎡ 千葉県　旭市 国際航業(株)
H21.3.19 同時調整 129.9k㎡

千葉県 鎌ケ谷市 H20.12.15 固定資産
地上画
素寸法

13㎝
数値撮影 21.1k㎡ 千葉県　鎌ケ谷市 朝日航洋(株)

H21.3.31

千葉県 千葉市 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 272.1k㎡ 千葉県　千葉市 (株)パスコ

H21.3.31

千葉県 君津市 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 318.8k㎡ 千葉県　君津市 (株)パスコ

H21.3.25
直接定位計
算

318.8k㎡

千葉県 印西市 H20.10.30 都市計画 2500 数値図修正 15.0k㎡ 千葉県　印西市 (株)パスコ
H21.3.23

千葉県 香取市 H21.1.15 その他 ２級 基準点   3点
関東農政局両総農業水
利事業所

(株)サン測量設計

H21.3.5

千葉県 木更津市 H20.12.17 道路台帳 ２級 基準点   10点
国土交通省関東地方整
備局千葉国道事務所

三和測量設計(株)

君津市 H21.3.20 ３級 基準点   19点
４級 基準点   168点

千葉県 八千代市 H20.12.27 総合計画 １級 基準点   5点 千葉県　　八千代市 (有)カブトヤ測量設計
H21.3.27

千葉県 市原市 H20.12.19 砂防計画 2500 数値図化 18.3k㎡
千葉県千葉地域整備セ
ンター市原整備事務所

アジア航測(株)

H21.3.25
千葉県 船橋市 H21.2.1 下水道計画 4000 カラー撮影 3.9k㎡ 千葉県　船橋市 (株)パスコ

H21.3.31
直接定位計
算

3.9k㎡

500 数値図化 1.3k㎡

千葉県 千葉市 H21.2.25 その他
街区多

角点
基準点   1点 千葉県　　千葉市 (株)日測

H21.3.25
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千葉県 松戸市 H21.2.25 基準点復旧
街区多

角点
基準点   2点 千葉県　　松戸市 (株)新都市測量設計

H21.3.25

千葉県 長生村 H21.3.10 基準点復旧 １級 基準点   1点
千葉県県土整備部長生
地域整備センター

(株)コーケン

H21.5.31
千葉県 松戸市 H21.3.9 都市計画 ３級 基準点   3点 千葉県　　松戸市 常陽測量設計(株)

H21.3.31
千葉県 匝瑳市 H21.2.24 道路台帳 １級 基準点   3点 千葉県　　匝瑳市 新日本測量設計(株)

H21.3.25 １級 座標変換   50点
千葉県 袖ケ浦市 H21.3.10 基準点整備 ３級 基準点   2点 千葉県　　袖ケ浦市 (有)無限測量設計

H21.3.25

千葉県 袖ケ浦市 H21.4.22 基準点改測
街区多

角点
基準点   2点 千葉県　　袖ケ浦市 (有)無限測量設計

H21.6.5

千葉県 旭市 H21.7.28
経営体育成基
盤整備事業

１級 基準点   4点
千葉県海匝農林振興セ
ンター

京葉測量(株)

匝瑳市 H21.10.15 ３級 基準点   21点
千葉県 南房総市 H21.4.25 都市計画 2500 数値図化 230.2k㎡ 千葉県　南房総市 朝日航洋(株)

H21.12.25 10000 編　集 230.2k㎡
25000 編　集 230.2k㎡

千葉県 千葉市 H21.5.25 水道工事 ２級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 (有)藤測量
H21.7.31

千葉県 八千代市 H21.5.28 都市計画 ３級 基準点   28点
千葉県千葉地域整備セ
ンター

日東測量(株)

H21.10.24

千葉県 東金市 H21.7.1 道路計画 ２級 基準点   1点
関東地方整備局千葉国
道事務所千葉出張所

(株)興和設計工務事務所

H21.8.14

千葉県 松戸市 H21.7.22 基準点復旧
街区多

角点
基準点   1点 千葉県　　松戸市 小川測量設計(株)

H21.8.12

千葉県 四街道市 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

大建測量・トーケンＪＶ

H22.1.25

千葉県 成田市 H21.4.10 河川管理 12500 カラー撮影 147.0k㎡
関東地方整備局利根川
下流河川事務所

第一航業(株)

柏市 H21.9.30 空　三 147.0k㎡
流山市 2500 数値図化 26.8k㎡
鴨川市
鎌ケ谷市
印西市
白井市
富里市
香取市
神崎町
東庄町

千葉県 茂原市 H21.7.28 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

サン・ジオテック(株)

H22.1.5

千葉県 茂原市 H21.7.28 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

コーケン・サン・高木経常測量共同企
業体

H22.1.28
千葉県 千葉市 H21.7.7 道路計画 ３級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 都測量設計(株)

H21.9.24
千葉県 松戸市 H21.10.1 基準点復旧 ３級 基準点   2点 千葉県　　松戸市 (有)タナベ測量設計事務所

H21.11.30
千葉県 千葉市 H21.9.15 道路計画 ３級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 (株)アルファグラフテック

H21.10.28
千葉県 松戸市 H21.10.15 基準点復旧 ３級 基準点   2点 千葉県　　松戸市 (有)タナベ測量設計事務所

H21.12.10

千葉県 館山市 H21.10.16 砂防計画 2500 数値図化 14.2k㎡
千葉県安房地域整備セ
ンター

国際航業(株)

南房総市 H22.3.31

千葉県 市原市 H21.10.16 砂防計画 2500 数値図化 0.4k㎡
千葉県千葉地域整備セ
ンター　市原整備事務所

アジア航測(株)

H21.11.14

千葉県 市川市 H21.8.1 環境調査
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 56.4k㎡ 千葉県　市川市 (株)パスコ

H21.11.30

千葉県 栄町 H21.10.22 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

京葉測量(株)

H22.3.8

千葉県 栄町 H21.10.22 地籍調査 街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

石井・ちばとち・東関東共同企業体

H22.3.2
千葉県 千葉市 H21.11.15 道路工事 ２級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 (有)弥生測量開発

H21.11.30
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千葉県 千葉市 H21.10.26 道路改良 ３級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 (有)大富事務所
H22.2.10

千葉県 香取市 H21.11.21 基盤整備事業 ３級 水　準  4.0km
千葉県香取農林振興セ
ンター

(株)総合開発

H22.2.19
境界復

元
その他 0.1k㎡

千葉県 柏市 H21.12.16 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 114.9k㎡ 千葉県　柏市 国際航業(株)

H22.1.29
千葉県 千葉市 H21.12.11 配水管整備 ３級 基準点   1点 千葉県　　千葉市 都測量設計(株)

H22.1.14
千葉県 匝瑳市 H21.12.11 道路改良 ３級 基準点   8点 千葉県　　匝瑳市 (有)北崎測量

H22.3.10 ４級 基準点   31点
平　板  2.1km
路　線  2.1km

東京都 町田市 H18.9.22 土地区画整理 ３級 基準点   4点
木曽境川土地区画整理
組合

(株)ヤードエンジニアリング

H18.12.29
東京都 府中市 H19.9.15 都市計画 ４級 基準点   100点 東京都　　府中市 (株)ヤチホ

H20.3.31 250 平　板   100点

東京都 町田市 H20.2.1 土地区画整理 ４級 基準点   29点
木曽境川土地区画整理
組合

（株）ヤードエンジニアリング

H20.2.29

東京都 町田市 H20.5.1 都市計画
地上画
素寸法

6㎝
数値撮影 8.2k㎡ 東京都　　町田市 国際航業(株)

H21.3.19 500 数値図化 8.2k㎡
東京都 豊島区 H20.5.7 都市計画 ２級 基準点   1点 東京都　　豊島区 (株)協振技建

H20.6.30

東京都 昭島市 H20.4.1 道路計画
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 429.0k㎡

東京都多摩建築指導事
務所

(株)パスコ

国立市 H21.3.19
狛江市
東大和市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
小金井市
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
青梅市
福生市
羽村市
あきる野市
日の出市
瑞穂町

東京都 葛飾区 H20.4.14 道路台帳 ２級 基準点   10点 千葉国道事務所 大成測量(株)
千葉県 松戸市 H20.11.30 ３級 基準点   15点

４級 基準点   200点
東京都 練馬区 H20.7.15 河川計画 ４級 基準点   64点 東京都第四建設事務所 (株)オーテーシー

H20.9.30 ４級 水　準  5.2km (有)和光測地
縦横断  1.0km

250 平　板 0.1k㎡
東京都 品川区 H20.6.9 道路台帳 ３級 基準点   2点 東京都　　品川区 (株)日野

H20.7.31

東京都 台東区 H20.6.11 土地区画整理 ４級 基準点   22点
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

共進調査設計(株)

H20.10.8

東京都 港区 H20.4.22 その他
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 20.3k㎡ 東京都港区 (株)パスコ

H21.3.31

東京都 北区 H20.7.23 その他
街区多

角点
基準点   2点

独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

(株)第一土木コンサルタント

H21.1.29

東京都 目黒区 H20.7.10 道路計画
地上画
素寸法

８㎝
数値撮影 14.7k㎡ 東京都　　目黒区 (株)パスコ

H21.3.19
東京都 町田市 H20.8.4 地籍調査 ４級 基準点   610点 東京都　　町田市 東武計画(株)

H21.3.31
東京都 町田市 H20.5.19 下水道計画 ２級 基準点   1点 東京都　　町田市 （株）ヤードエンジニアリング

H20.9.30 ４級 基準点   102点
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東京都 目黒区 H20.9.1 都市計画 ２級 基準点   3点 東京都再開発事務所 (株）第一土木コンサルタント
H21.3.31 ３級 基準点   18点

４級 基準点   68点
250 平　板 0.1k㎡
３級 水　準  2.7km
４級 水　準  1.5km

東京都 北区 H20.8.18 道路台帳 ４級 基準点   132点 東京都　　北区 東洋測量(株)
H21.3.27

東京都 北区 H20.6.19 環境調査
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 20.6k㎡ 東京都　北区 国際航業(株)

H21.3.25
東京都 府中市 H20.7.23 その他 ４級 基準点   100点 東京都　　府中市 愛和測量設計(株)

H21.2.27 250 その他   100点
東京都 北区 H20.8.18 道路台帳 ４級 基準点   84点 東京都　　北区 (株)日本技術総業

H21.3.27
東京都 北区 H20.8.18 道路台帳 ４級 基準点   105点 東京都　　北区 (株)英設計事務所

H21.3.27
東京都 足立区 H20.9.10 道路管理 ４級 基準点   302点 東京都　　足立区 メトロ設計(株)

H21.3.31 第一航業(株)
トムズ測量(株)
(株)写測
(有)大野建築測量設計事務所

東京都 品川区 H20.8.28 道路台帳
地上画
素寸法

8㎝
数値撮影 22.7k㎡ 東京都　　品川区 (株)パスコ

H21.3.31 500
直接定位計
算

22.7k㎡

東京都 府中市 H20.9.1 道路計画 4000 カラー撮影 0.8k㎡ 東京都　　府中市 大輝測量(株)
H21.3.31 簡級 水　準  2.8km

空　三   4Ｍ
東京都 港区 H20.9.2 道路台帳 ３級 基準点   5点 東京都第一建設事務所 (株)城南

渋谷区 H21.3.4 ４級 基準点   90点

500 その他
 

3560.0km
東京都 足立区 H20.9.16 道路台帳 ４級 基準点   125点 東京都　　足立区 メトロ設計(株)

H21.3.13
東京都 豊島区 H20.10.15 河川管理 ４級 基準点   20点 東京都第四建設事務所 斗南設計(株)

H21.1.30 ３級 水　準  2.0km
東京都  H20.8.29 都市計画 基準点   15点 東京都土木技術センター アジア航測(株)

H21.3.19
東京都 江東区 H20.9.24 道路台帳 ４級 基準点   144点 東京都　　江東区 東建調査設計(株)

H21.3.27
東京都 江戸川区 H20.9.25 土地区画整理 ４級 基準点   25点 東京都　　江戸川区 昭和(株)

H21.3.21
東京都 江東区 H20.9.29 道路台帳 ４級 基準点   111点 東京都　　江東区 (株)トデック

H21.3.27
東京都 北区 H20.8.1 都市計画 ４級 基準点   15点 東京都　　北区 東洋測量(株)

H21.3.31
東京都 葛飾区 H20.7.25 地籍調査 ４級 基準点   251点 東京都　　葛飾区 測建技術(株)

H21.3.10
東京都 足立区 H19.12.20 都市計画 ３級 基準点   1点 東京都　　足立区 山野辺測量(株)

H21.3.13
東京都 あきる野市 H20.10.6 土地区画整理 ２級 基準点   3点 東京都　　あきる野市 (株)日測

H21.3.19 ３級 基準点   9点
東京都 北区 H20.10.10 道路台帳 ４級 基準点   14点 東京都　　北区 新和測量設計(株)

H21.2.13
東京都 江東区 H20.10.10 道路台帳 ４級 基準点   42点 東京都　　江東区 真栄測量(株)

H21.3.17
東京都 千代田区 H20.9.25 都市計画 １級 基準点   17点 東京都土木技術センター (株)八州

中央区 H21.3.27
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
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東京都 北区 H20.10.10 道路台帳 ３級 基準点   2点 東京都　　北区 建設エンジニアリング(有)
H21.2.13 ４級 基準点   49点

250 数値図化 0.1k㎡
東京都 国分寺市 H20.10.20 地籍調査 ４級 基準点 0.2k㎡ 東京都　　国分寺市 大輝測量(株)

H21.3.31
東京都 練馬区 H20.10.29 地籍調査 ４級 基準点   166点 東京都　　練馬区 三和航測(株)

H21.3.31
東京都 練馬区 H20.11.15 河川管理 ４級 基準点   22点 東京都第四建設事務所 大浦工測(株)

H21.3.25 ４級 水　準  1.0km
東京都 品川区 H20.10.31 地籍調査 ４級 基準点   75点 東京都　　品川区 昭和(株)

H21.3.19
東京都 中央区 H20.11.21 港湾計画 １級 水　準  235.0km 東京都港湾局 (株)中庭測量コンサルタント

港区 H21.3.30
江東区
品川区
大田区
江戸川区

東京都 葛飾区 H20.10.7 土地区画整理 3級移転 基準点   1点
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

日本測地設計(株)

H21.12.25 ４級 基準点   42点
東京都 新宿区 H20.11.25 道路台帳 ２級 基準点   27点 東京都　　新宿区 (株)八州

H21.3.19
東京都  H20.11.25 地盤変動調査 １級 水　準  540.0km 東京都土木技術センター (株)協立コンサルタンツ

H21.3.19 (株)日豊

東京都 中央区 H20.11.25
低地河川護岸
高の沈下動態
の把握

２級 水　準  75.7km 東京都土木技術センター (株)オーテーシー

港区 H21.3.19
江東区
品川区
大田区
江戸川区

東京都 港区 H20.6.28 道路計画 500 数値図化 3.7k㎡
国土交通省関東地方整
備局川崎国道事務所

国際航業(株)

江東区 H20.12.12
品川区
江戸川区
江戸川区

神奈川県 横浜市
川崎市

東京都 目黒区 H20.12.5 地籍調査 ３級 基準点   30点 東京都　　目黒区 東武計画(株)
H21.2.18 ４級 基準点   108点

東京都 目黒区 H20.12.5 地籍調査 ３級 基準点   24点 東京都　　目黒区 (株)ヤチホ
H21.2.18 ４級 基準点   35点

東京都 足立区 H20.12.8 境界確定測量 ３級 基準点   7点
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

信和測量(株)

H21.3.31 ４級 基準点 0.2k㎡

東京都 八王子市 H20.11.6 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 144.3k㎡ 東京都　八王子市 国際航業(株)

H21.2.27 9.6㎝ 数値撮影 42.0k㎡
東京都 足立区 H20.12.1 都市計画 ４級 基準点   36点 東京都　　足立区 中央技研(株)

H21.2.27 250 平　板 0.1k㎡

東京都 大田区 H20.6.28 道路計画 １級 基準点   6点
国土交通省関東地方整
備局川崎国道事務所

国際航業(株)

H21.3.31 ３級 基準点   2点
東京都 品川区 H20.12.15 道路計画 ３級 基準点   1点 東京都　　品川区 加藤測量会社

H21.1.20

東京都 町田市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

11㎝
数値撮影 71.6k㎡ 東京都　町田市 朝日航洋(株)

H21.3.23 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 71.6k㎡
東京都 青梅市 H20.11.11 道路台帳 ４級 基準点   19点 東京都　青梅市 双葉航測(株)

H21.3.18 500 数値図化 0.1k㎡
500 数値図修正 0.1k㎡

東京都 武蔵野市 H20.12.1 固定資産 5000 数値撮影 10.7k㎡ 東京都　武蔵野市 国際航業(株)
H21.1.23

東京都 三鷹市 H20.9.19 固定資産 5000 数値撮影 16.5k㎡ 東京都　三鷹市 国際航業(株)
H21.1.19

東京都 狛江市 H20.10.8 固定資産 5000 数値撮影 6.4k㎡ 東京都　狛江市 国際航業(株)
H21.1.19

東京都 小金井市 H20.10.23 固定資産 5000 数値撮影 11.3k㎡ 東京都　小金井市 国際航業(株)
H21.1.19

東京都 府中市 H20.11.5 固定資産 5000 数値図修正 29.3k㎡ 東京都　府中市 国際航業(株)
H21.1.19

東京都 町田市 H21.1.15 都市計画 ２級 基準点   2点 東京都　　町田市 (株)新都市コンサルタント
H21.3.31

東京都 台東区 H20.9.24 地籍調査 ２級 基準点   1点 東京都　　台東区 東武計画(株)
H21.3.30 ３級 基準点   132点
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東京都 国立市 H21.1.7 都市計画 ４級 基準点   47点 東京都　　国立市 大輝測量(株)
H21.3.10

東京都 渋谷区 H21.2.1 その他 ３級 基準点   1点 東京都　　渋谷区 ビッグ測量設計(株)
H21.3.31

東京都 北区 H21.1.12 公園整備 ２級 基準点   1点 東京都　　北区 東洋測量(株)
H21.4.30

東京都 府中市 H21.1.21 都市計画 ２級 基準点   1点 東京都　　府中市 大輝測量(株)
H21.2.25

東京都 品川区 H21.1.20 道路台帳 ４級 基準点   91点 東京都　　品川区 (株)ヤチホ
H21.3.10

東京都 目黒区 H21.1.26 道路用地 ４級 基準点   5点 東京都　　目黒区 (株)ヤチホ
H21.2.18

東京都 目黒区 H21.1.26 道路用地 ４級 基準点   5点 東京都　　目黒区 東武計画(株)
H21.2.18

東京都 調布市 H20.12.1 固定資産 5000 数値撮影 21.5k㎡ 東京都　調布市 国際航業(株)
H21.1.19

東京都 世田谷区 H20.11.19 道路計画
地上画

素寸法5
㎝

数値撮影 20.0k㎡
関東地方整備局川崎国
道事務所

朝日航洋(株)

神奈川県 横浜市 H21.3.25
直接定位計
算

20.0k㎡

川崎市 500 数値図化 0.6k㎡
大和市

東京都 中央区 H20.12.19 道路用地 ３級 基準点   93点
国土交通省関東地方整
備局東京国道事務所

平和フイールド(株)

台東区 H21.3.19
墨田区
江東区
葛飾区
江戸川区

東京都 青梅市 H20.12.5 道路計画 5000 カラー撮影 19.3k㎡
東京都西多摩建設事務
所

小橋測量設計(株)

あきる野市 H21.3.26 空　三   29Ｍ
日の出町 1000 数値図化 1.2k㎡
檜原村
奥多摩町

東京都 品川区 H21.2.1
道路境界杭調
査

２級 基準点   4点
国土交通省関東地方整
備局東京国道事務所

平和フイールド(株)

江戸川区 H21.3.19 ３級 基準点   155点
東京都 豊島区 H21.1.27 基準点復旧 ３級 基準点   1点 東京都　　豊島区 (株)協振技建

H21.3.16

東京都 足立区 H21.2.2
公共基準点管
理

２級 基準点   2点 東京都　　足立区 第一航業(株)

H21.2.27 ３級 基準点   40点
４級 基準点   25点

東京都 墨田区 H20.12.25 地籍調査 ４級 基準点 0.1k㎡ 東京都　　墨田区
（社）東京公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

H21.3.19
東京都 あきる野市 H21.2.2 地籍調査 ４級 基準点   3点 東京都　　あきる野市 大輝測量(株)

H21.3.18
東京都 青梅市 H21.2.4 その他 ３級 基準点   30点 東京都　　青梅市 (株)奈賀里測量設計

H21.3.30 持田設計(株)
東京都 八丈町 H21.2.1 基準点整備 ２級 基準点   1点 東京都八丈支庁 (株)総合技術研究所

H21.3.31 ３級 基準点   1点
東京都 狛江市 H21.2.4 道路管理 ３級 基準点   4点 東京都　　狛江市 大輝測量(株)

H21.3.31

東京都 品川区 H21.2.10
法定外公共施
設台帳

４級 基準点   198点 東京都　　品川区 (株)ヤチホ

H21.3.27
東京都 江戸川区 H20.8.1 道路台帳 ４級 基準点  115.6km 東京都　　江戸川区 新星測量設計(有)

H21.3.30 500 数値図化  115.6km (株)大洋測量設計社

(株)サンコンサルタント

新栄測量設計(株)
(株)コスモエンジニアリング

東京都 八丈町 H21.1.8 基準点整備 ２級 基準点   2点 東京都八丈支庁 (株)プライア・コンサルタント
H21.3.31 ３級 基準点   1点

東京都 府中市 H21.2.20 都市計画
街区多

角点
基準点   3点 東京都　　府中市 大輝測量(株)

H21.2.25
東京都 三宅村 H21.2.10 基準点整備 ２級 基準点   10点 東京都三宅支庁 (株)ヤチホ

H21.3.31 ３級 基準点   16点

東京都 豊島区 H21.2.23 土地区画整理 ４級 基準点 0.1k㎡
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

(株)協立コンサルタンツ

H21.3.31
東京都 北区 H21.1.20 その他 ４級 基準点   604点 東京都　　北区 (株)写測

H21.2.28
東京都 品川区 H21.3.10 基準点整備 ３級 基準点   1点 東京都　　品川区 富士コンサルタンツ(株)

H21.4.30
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東京都 八丈町 H21.1.15 道路台帳 ２級 基準点   4点 東京都八丈支庁 (株)大進測量設計
H21.3.30 ３級 基準点   2点

４級 基準点   12点
東京都 武蔵野市 H21.2.6 その他 ３級 基準点   1点 東京都　　武蔵野市 大輝測量(株)

H21.3.27
東京都 小金井市 H21.1.29 基準点復旧 ３級 基準点   9点 東京都　　小金井市 大輝測量(株)

H21.3.25 ４級 基準点   11点
東京都 奥多摩町 H21.1.30 道路計画 ２級 基準点   8点 東京都建設局 柴田工事調査(株)

H21.3.30 ３級 基準点   29点
東京都 東久留米市 H21.2.23 その他 ３級 基準点   1点 東京都　　東久留米市 (株)パスコ

H21.3.31

東京都 千代田区 H20.12.15 その他 ３級 基準点   5点 東京都　　千代田区
（社）東京公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

H22.3.31
東京都 福生市 H20.12.17 その他 ２級 基準点   1点 東京都　　福生市 国際測地(株)

H21.3.31 ３級 基準点   2点
東京都 北区 H20.10.3 地籍調査 ３級 基準点   20点 東京都　　北区 （株）GIS関東

H21.3.31 ４級 基準点   224点
東京都 北区 H20.10.3 基準点移設 ３級 基準点   50点 東京都　　北区 （株）GIS関東

H21.3.31
東京都 渋谷区 H21.3.19 その他 ３級 基準点   1点 東京都　　渋谷区 (有)アラキコンサルタンツ

H21.3.31
東京都 品川区 H21.4.20 基準点復旧 ３級 基準点   1点 東京都　　品川区 昭和(株)

H21.5.29
東京都 東久留米市 H21.5.7 道路管理 ２級 基準点   1点 東京都　　東久留米市 (株)パスコ

H21.6.17
東京都 府中市 H21.7.1 都市計画 １級 基準点   1点 東京都　　府中市 ナチュラル測量設計(株)

H21.8.31
東京都 葛飾区 H21.5.14 道路台帳 ４級 基準点   156点 東京都　　葛飾区 国際測地(株)

H21.11.5

東京都 大田区 H21.6.15 空港計画 １級 基準点   8点
関東地方整備局東京空
港整備事務所

(株)中庭測量コンサルタント

H21.7.24 ２級 基準点   17点
２級 水　準  27.7km

東京都 西東京市 H20.1.6 基準点維持 ３級 基準点   15点 東京都　　西東京市 大輝測量(株)
H21.6.30 ３級 水　準   15点 森地測量(有)

(有)武蔵測量

東京都 世田谷区 H21.6.15
公共基準点復
旧

２級 基準点   4点 東京都　　世田谷区 (株)本田測量設計

H21.10.19 ３級 基準点   46点
東京都 八王子市 H21.5.21 基準点復旧 ３級 基準点   12点 東京都　　八王子市 昭和(株)

H22.2.26
東京都 港区 H21.6.23 道路台帳 ３級 基準点   4点 東京都第一建設事務所 (株)測技社

渋谷区 H22.1.30 ４級 基準点   60点
500 その他  3.2km

東京都 中野区 H21.6.9 土地区画整理 ４級 基準点 0.1k㎡
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

協立測量　株式会社

H21.12.15 その他 0.1k㎡

東京都 目黒区 H21.6.18 用地 ４級 基準点   5点
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

双葉航測(株)

H21.7.31 境界点 その他   28点
東京都 板橋区 H21.7.6 道路台帳 ４級 基準点   38点 東京都　　板橋区 (株)本田測量設計

H21.8.28
東京都 板橋区 H21.7.6 道路台帳 ４級 基準点   125点 東京都　　板橋区 アキインターナショナル(株)

H21.11.6
東京都 板橋区 H21.7.6 道路台帳 ４級 基準点   146点 東京都　　板橋区 アキインターナショナル(株)

H21.11.13
東京都 北区 H21.6.26 公園台帳 ４級 基準点   13点 東京都　　北区 新和測量設計(株)

H21.9.18
東京都 町田市 H21.6.25 下水道計画 ４級 基準点   42点 東京都　　町田市 関東調査設計(株)

H22.2.26 平　板 0.1k㎡

東京都 葛飾区 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)大坪コンサルタント

H22.1.27

東京都 葛飾区 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

協立測量（株）

H21.12.3

東京都 台東区 H21.8.10 土地区画整理 ４級 基準点   19点
御徒町駅南口西地区土
地区画整理組合

昭和(株)

H21.9.30
東京都 昭島市 H21.7.2 基準点復旧 ３級 基準点   5点 東京都　　昭島市 曙測量設計(株)

H21.9.30

東京都 葛飾区 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)セリオス

H22.2.15

東京都 葛飾区 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)セリオス

H22.1.29
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東京都 品川区 H21.8.20 基準点復旧 ３級 基準点   1点 東京都　　品川区 ビッグ測量設計(株)
H21.10.31

東京都 葛飾区 H21.7.21 基準点設置 ３級 基準点   7点 東京都　　葛飾区 国際測地(株)
H21.11.15

東京都 府中市 H21.6.10 境界確定 ４級 基準点   132点 東京都　　府中市 (株)東京地図研究社
H22.2.26

東京都 立川市 H21.7.6 道路台帳 ３級 基準点   5点
東京都建設局北多摩北
部建設事務所

第一航業(株)

H21.12.1 ４級 基準点   14点
東京都 北区 H21.8.7 公園台帳 ４級 基準点   133点 東京都　　北区 新和測量設計(株)

H22.3.31

東京都 足立区 H21.9.4 宅地開発 ３級 基準点   1点
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

(株)オオバ

H21.11.30

東京都 小平市 H21.7.13 道路敷地調査 ２級 基準点   2点
東京都北多摩北部建設
事務所

(株)アサヒサーベイング

H21.11.24 ３級 基準点   3点

東京都 足立区 H21.9.10 宅地開発 ４級 基準点 0.1k㎡
独立行政法人都市再生
機構東京都心支社

(株)オオバ

H22.3.12
東京都 三鷹市 H21.9.1 道路管理 ３級 基準点   2点 東京都　　三鷹市 （株）GIS関東

H22.3.31
東京都 八王子市 H21.9.30 土地区画整理 ４級 基準点   87点 東京都　　八王子市 大和測量(株)

H22.2.26

東京都 日野市 H21.5.11 土地区画整理 500 数値図化 0.1k㎡
日野市平山土地区画整
理組合

(株)ヤチホ

H21.10.30

東京都 府中市 H21.6.10
法定外公共物
境界確定

４級 基準点   50点 東京都　　府中市 ナチュラル測量設計(株)

H22.2.26

東京都 中央区 H21.10.1 地籍調査 ４級 基準点   80点 東京都　　中央区
（社）東京公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

H21.10.15
東京都 板橋区 H21.11.5 公園台帳整備 ４級 基準点   113点 東京都　　板橋区 東京技工(株)

H22.1.29
東京都 板橋区 H21.11.6 公園台帳 ４級 基準点   150点 東京都　　板橋区 （有）浅香測量

H22.1.29

東京都 葛飾区 H21.11.18 地籍調査 ４級 基準点   60点 東京都　　葛飾区 (株)大坪コンサルタント

H22.2.3

東京都 狛江市 H21.12.1
公共基準点設
置

３級 基準点   2点 東京都　　狛江市 邦栄測量設計(株)

H22.1.29
東京都 世田谷区 H21.10.23 基準点復旧 ２級 基準点   2点 東京都　　世田谷区 (株)パスコ

H22.3.12 ３級 基準点   70点
東京都 板橋区 H21.12.10 地籍調査 ４級 基準点   192点 東京都　　板橋区 (株)協振技建

H22.3.15
東京都 国立市 H21.12.22 道路計画 ３級 基準点   1点 東京都　　国立市 大輝測量(株)

H22.1.15

東京都 八王子市 H21.12.10 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 85.7k㎡ 東京都　八王子市 国際航業(株)

H22.2.26
地上画
素寸法

9.6㎝
数値撮影 100.6k㎡

東京都 狛江市 H22.2.1 基準点設置 ２級 基準点   2点 東京都　　狛江市 大輝測量(株)
H22.3.25

東京都 あきる野市 H22.1.22 基準点復旧
街区多

角点
基準点   2点 東京都　　あきる野市 大輝測量(株)

H22.3.31
東京都 昭島市 H21.10.24 道路台帳 ３級 基準点   6点 北多摩北部建設事務所 (有)中澤測量

H22.3.10

神奈川県 川崎市 H19.8.22 砂防計画 2500 数値図化 27.5k㎡
神奈川県　川崎治水事務
所

国際航業(株)

H20.3.31 (株)パスコ

神奈川県 相模原市 H19.7.23 都市計画 2500
既成図数値
化

7.3k㎡ 神奈川県　相模原市 国際航業(株)

H20.3.27 2500 数値図修正 175.2k㎡ (株)パスコ
2500 数値図化 153.6k㎡

神奈川県 葉山町 H20.6.20 都市計画 2500 座標変換 17.1k㎡ 神奈川県　葉山町 (株)パスコ
H21.3.31 2500 数値図修正 17.1k㎡

神奈川県 川崎市 H20.8.4 道路計画 ３級 基準点   9点 神奈川県　川崎市 (有)江崎測量設計社
H21.3.19 ４級 基準点   41点

500 数値図化 0.1k㎡
神奈川県 平塚市 H20.6.17 都市計画 2500 数値図化 67.9k㎡ 神奈川県　平塚市 アジア航測（株）

H21.3.26
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神奈川県 相模原市 H20.5.29 道路台帳 500
既成図数値
化

9.7k㎡ 神奈川県　相模原市 相模原測量事業協同組合

H21.2.27 500 座標変換 9.7k㎡ 国際航業(株)
玉野総合コンサルタント(株)
東武計画(株)

神奈川県 平塚市 H20.8.29 土地改良
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 482.0k㎡

神奈川県土地改良事業
団体連合会

(株)パスコ

藤沢市 H20.12.19
三浦市
厚木市
伊勢原市
海老名市
座間市
寒川町
愛川町
清川村

神奈川県 茅ケ崎市 H20.9.13 都市計画 １級 基準点   1点 神奈川県　茅ケ崎市 中野設計工務(株)
H20.12.25 ２級 基準点   3点

３級 基準点   5点

神奈川県 藤沢市 H20.9.30 土地区画整理 ４級 基準点   28点
藤沢市渡内東土地区画
整理組合

(株)日測

H21.6.30 500 平　板 0.1k㎡
1000 平　板 0.1k㎡

神奈川県 藤沢市 H20.11.1 地盤変動調査 １級 水　準  59.0km 神奈川県　藤沢市 光南測量コンサルタント（有）
H21.3.31

神奈川県 中井町 H20.8.26 都市計画 1000 座標変換 11.1k㎡ 神奈川県　中井町 (株)パスコ
H21.1.30 2500 数値図化 20.0k㎡

2500 編　集 20.0k㎡
神奈川県 寒川町 H20.10.14 地盤変動調査 １級 水　準  21.2km 神奈川県　寒川町 (株)中央測量

H21.3.31
神奈川県 相模原市 H20.8.28 下水道計画 4000 カラー撮影 0.6k㎡ 神奈川県　相模原市 （株）アーバングラフィック

H20.12.25 空　三   8Ｍ
500 数値図化 0.6k㎡
３級 水　準 17.8k㎡

神奈川県 厚木市 H20.10.20 地盤変動調査 １級 水　準  28.0km 神奈川県　厚木市 三枝測量設計(株)
H21.3.31

神奈川県 川崎市 H20.10.22 地盤変動調査 １級 水　準  224.4km 神奈川県　川崎市 (有)アラキコンサルタンツ
H21.3.19

神奈川県 三浦市 H20.11.21 ほ場整備 ３級 基準点   12点
神奈川県横須賀三浦地
域県政総合センター

(株)ケント技研

H21.3.31 ４級 基準点   227点
500 平　板 0.6k㎡

神奈川県 横浜市 H20.10.31 地盤変動調査 １級 水　準  320.0km 神奈川県　横浜市 (株)中央工測事務所
H21.3.27

神奈川県 二宮町 H20.10.1 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 9.1k㎡ 神奈川県　二宮町 朝日航洋(株)

H21.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.1k㎡
神奈川県 鎌倉市 H21.1.1 地盤変動調査 １級 水　準  7.6km 神奈川県　鎌倉市 (株)中央工測事務所

H21.3.31
神奈川県 茅ケ崎市 H20.12.20 地盤変動調査 １級 水　準  42.6km 神奈川県　茅ケ崎市 （株）GIS関東

H21.3.31

神奈川県 三浦市 H20.11.11 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 32.3k㎡ 神奈川県　三浦市 (株)パスコ

H21.3.31
神奈川県 川崎市 H20.12.15 基準点管理 ３級 基準点   28点 神奈川県　川崎市 (株)三和

H21.2.28
神奈川県 藤沢市 H20.12.1 土地区画整理 ３級 基準点   25点 神奈川県　藤沢市 光南測量コンサルタント（有）

H21.1.30 ４級 基準点   90点

神奈川県 横須賀市 H20.12.20 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 100.7k㎡ 神奈川県　横須賀市 朝日航洋(株)

H21.3.31

神奈川県 横浜市 H20.12.16 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 435.0k㎡

神奈川県　横浜市行政運
営調整局

(株)パスコ

H21.3.31

神奈川県 川崎市 H20.12.28 固定資産
地上画
素寸法

19㎝
数値撮影 144.4k㎡ 神奈川県　川崎市 国際航業(株)

H21.3.13

神奈川県 綾瀬市 H20.12.25 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 22.3k㎡ 神奈川県　綾瀬市 朝日航洋(株)

H21.2.27
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神奈川県 平塚市 H20.12.2 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 67.9k㎡ 神奈川県　平塚市 アジア航測(株)

H21.3.31
直接定位計
算

67.9k㎡

神奈川県 横浜市 H21.1.6 砂防計画 2500 数値図化 39.9k㎡
神奈川県横浜治水事務
所

(株)パスコ

H21.3.31 国際航業(株)
朝日航洋(株)

神奈川県 愛川町 H20.12.10 都市計画 ３級 基準点   75点 神奈川県　愛川町 朝日航洋(株)
H22.2.26

神奈川県 南足柄市 H20.10.9 砂防計画 10000 カラー撮影 76.9k㎡
神奈川県松田土木事務
所

(株)パスコ

H21.3.15
直接定位計
算

76.9k㎡

2500 数値図化 18.0k㎡

神奈川県 横浜市 H20.10.7 道路台帳 ３級 基準点   30点
横浜市都筑区東方北部
土地改良区

港南測量設計(株)

H21.3.25 ４級 基準点   134点
神奈川県 南足柄市 H21.2.2 土地区画整理 １級 基準点   1点 神奈川県　南足柄市 昭和(株)

H21.3.19 ３級 基準点   3点
神奈川県 小田原市 H21.1.27 道路計画 空　三   18Ｍ 神奈川県 国際航業(株)

H21.2.28 1000 数値図化 2.0k㎡
神奈川県 藤沢市 H21.1.30 基準点整備 ３級 基準点   2点 神奈川県　藤沢市 明和測量設計(株)

H21.3.25

神奈川県 真鶴町 H21.1.22 砂防計画 2500 数値図化 14.7k㎡
神奈川県小田原土木事
務所

国際航業(株)

湯河原町 H21.3.20

神奈川県 横浜市 H21.2.4 道路台帳 ２級 基準点   4点
国土交通省関東地方整
備局横浜国道事務所

大成測量(株)

H21.2.28 ３級 基準点   30点
４級 基準点   100点

神奈川県 小田原市 H21.2.12 土地改良 ３級 基準点   3点 神奈川県　小田原市 (株)城山測量設計
H21.3.25

神奈川県 小田原市 H21.2.12 下水道計画 ３級 基準点   4点 神奈川県　小田原市 (有)石井測量設計事務所
H21.3.13

神奈川県 相模原市 H21.1.28 森林計画 2500 数値図化 25.4k㎡
神奈川県自然環境保全
センター

アジア航測(株)

秦野市 H21.3.31
厚木市
伊勢原市
山北町

神奈川県 秦野市 H21.3.6 砂防計画 2500 数値図化 35.2k㎡
神奈川県平塚土木事務
所

国際航業(株)

H21.3.31
神奈川県 平塚市 H20.10.1 地盤変動調査 １級 水　準  104.5km 神奈川県　平塚市 (株)中央測量

H21.3.31

神奈川県 川崎市 H21.3.18 その他 ３級 基準点   18点 神奈川県　川崎市 三和測量調査設計(株)

H21.4.15
神奈川県 茅ケ崎市 H21.4.6 その他 ３級 基準点   1点 神奈川県　茅ケ崎市 石井測量(株)

H21.7.31

神奈川県 海老名市 H21.4.27 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 26.5k㎡ 神奈川県　海老名市 (株)パスコ

H21.12.18 2500 数値図修正 26.5k㎡

神奈川県 小田原市 H21.7.3 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)城山測量設計

H22.1.19

神奈川県 海老名市 H21.7.2 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

石川・昭和・港南経常測量共同企業
体

H21.12.16

神奈川県 海老名市 H21.7.2 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

KAC経常測量共同企業体

H22.1.12

神奈川県 愛川町 H21.5.28 都市計画
街区多

角点
基準点   1点 神奈川県　愛川町 朝日航洋(株)

H21.7.31

神奈川県 小田原市 H21.7.3 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

双葉航測・大和測量設計・イーディ
シー共同企業体

H22.2.2

神奈川県 小田原市 H21.7.3 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

三和航測(株)

H22.1.22

神奈川県 神奈川区 H21.7.22 砂防計画 2500 数値図化 13.8k㎡
神奈川県横浜治水事務
所

国際航業(株)

港北区 H21.9.30
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神奈川県 海老名市 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

日本都市整備・国武共同企業体

H22.2.1

神奈川県 川崎市 H21.7.29 地籍調査 街区点 基準点 0.3k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

三和・東光測建・経常共同企業体

H22.1.5

神奈川県 伊勢原市 H21.7.30 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　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

H22.3.15

神奈川県 伊勢原市 H21.7.30 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)八州

H22.3.19

神奈川県 伊勢原市 H21.7.31 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

昭和(株)

H22.3.18

神奈川県 伊勢原市 H21.7.31 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

協同組合測量設計技術センター

H22.3.1

神奈川県 海老名市 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)アースコンシャス

H22.1.5

神奈川県 藤沢市 H21.7.15 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

日新・明和・東湘・経常測量共同企業
体

H22.1.7

神奈川県 南足柄市 H21.7.31 地籍調査 街区点 基準点 0.2k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

三洋測量設計(株)

H21.11.13

神奈川県 横須賀市 H21.7.29 地籍調査 街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)チバソク

H22.1.22

神奈川県 伊勢原市 H21.7.30 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　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

H22.3.19

神奈川県  H21.9.1
公共基準点改
測

１級 基準点   28点
神奈川県県土整備部砂
防海岸課

大栄測量設計(株)

H21.10.31

神奈川県 横浜市 H22.1.15 道路工事 ３級 基準点   2点
関東地方整備局横浜国
道事務所

（有）ライズサーベイ

H22.2.28
山梨県 甲州市 H18.12.15 総合計画 10000 数値撮影 264.0k㎡ 甲州市 国際航業(株)

H19.9.30 2500 数値図化 73.1k㎡
1000 数値図化 27.1k㎡

10000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 264.0k㎡

山梨県 大月市 H20.6.24 道路計画 １級 基準点   3点 富士・東部建設事務所 (株)OMT

H21.3.13 ２級 基準点   1点
４級 基準点   94点
500 平　板 0.2k㎡

路　線  1.1km
山梨県 身延町 H20.6.30 河川管理 1000 数値図化 3.2k㎡ 山梨県 峡南建設事務所 三和航測(株)

H21.3.13
山梨県 市川大門町 H20.8.25 河川管理 5000 カラー撮影 0.6k㎡ 山梨県　峡南建設事務所 三和航測(株)

H21.3.13 5000 空　三
0.6k㎡

12Ｍ
簡級 水　準  8.5km
500 数値図化 0.6k㎡

山梨県 都留市 H20.7.8 河川管理 簡級 水　準  11.9km 山梨県 三和航測(株)
H21.3.13 空　三   24Ｍ

1000 数値図化 3.2k㎡

山梨県 甲府市 H20.10.1 固定資産
地上画
素寸法

7㎝
数値撮影 123.5k㎡ 山梨県　甲府市 朝日航洋(株)

甲斐市 H21.3.15
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 23.9k㎡

中央市 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 123.4k㎡
昭和町 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 23.9k㎡

山梨県 山梨市 H20.9.19 河川管理 500 数値図化 0.6k㎡ 山梨県峡東建設事務所 三和航測(株)
H21.3.13 1000 数値図化 1.7k㎡

山梨県 北杜市 H20.9.24 河川管理 500 数値図化 0.6k㎡ 山梨県中北建設事務所 アジア航測(株)
H21.3.13 5000 カラー撮影 9.0k㎡

空　三   17Ｍ
簡級 水　準  8.1km

山梨県
南アルプス
市

H20.8.26 砂防計画 10000 カラー撮影 185.5k㎡
国土交通省関東地方整
備局富士川砂防事務所

(株)ウエスコ

北杜市 H20.12.19 空　三   409Ｍ
早川町
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山梨県 甲府市 H20.10.1 土地改良 12500 数値撮影
1869.0

k㎡
山梨県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

富士吉田市 H21.3.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1869.0

k㎡
都留市
山梨市
大月市
韮崎市
南アルプス
北杜市
甲斐市
笛吹市
甲州市
中央市
増穂町
早川町
昭和町
道志村
西桂町
忍野村
山中湖村
鳴沢村

山梨県 北杜市 H20.12.3 下水道計画 4000 カラー撮影 0.8k㎡ 山梨県　北杜市 新日本航業(株)
H21.3.10 空　三   16Ｍ

500 数値図化 0.8k㎡
３級 水　準  10.0km

山梨県 笛吹市 H20.12.1 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 201.9k㎡ 山梨県　笛吹市 朝日航洋(株)

H21.3.31
山梨県 身延町 H20.11.10 河川管理 500 数値図化 0.4k㎡ 山梨県峡南建設事務所 三和航測(株)

H21.3.15
山梨県 山梨市 H20.12.21 河川管理 8000 カラー撮影 46.3k㎡ 山梨県峡東建設事務所 三和航測(株)

甲州市 H21.3.13 空　三   40Ｍ
簡級 水　準  29.4km

山梨県 甲府市 H21.1.13 地盤変動調査 １級 水　準  3.0km 山梨県　　甲府市 昭和測量(株)
H21.3.19

山梨県 富士吉田市 H19.8.31 都市計画 10000 カラー撮影 23.2k㎡ 山梨県　富士吉田市 (株)写測
H21.3.27 2500 数値図修正 23.2k㎡

山梨県 甲府市 H20.10.23 河川計画 4000 カラー撮影 1.4k㎡ 山梨県中北建設事務所 (株)パスコ
中央市 H21.3.13 500 数値図化 0.4k㎡
昭和町

山梨県 韮崎市 H21.1.14 河川管理 ２級 水　準   9点
国土交通省関東地方整
備局甲府河川国道事務
所

東洋測量設計(株)

南アルプス H21.3.21 縦横断  24.0km
甲斐市
中央市
市川三郷町
増穂町
鰍沢町

山梨県 甲府市 H21.2.20 河川管理 ２級 水　準   5点
国土交通省関東地方整
備局甲府河川国道事務
所

(株)一瀬調査設計

笛吹市 H21.3.21 縦横断  30.0km
山梨市
中央市
市川三郷町

山梨県 韮崎市 H20.11.14 砂防管理 2500 数値図化 189.8k㎡
国土交通省関東地方整
備局富士川砂防事務所

朝日航洋(株)

南アルプス H21.3.31 2500 数値図修正 94.4k㎡ 国際航業(株)
北杜市 復建調査設計(株)
甲斐市
増穂町
早川町
身延町

長野県 南牧村
富士見町
原町

山梨県 中央市 H21.2.4
1・2級基準点
測量

１級 基準点   2点
山梨県新環状・西関東道
路建設事務所

(株)一瀬調査設計

H21.10.2 ２級 基準点   2点
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山梨県 富士吉田市 H21.5.11 砂防計画 2500 数値図化 82.5k㎡ 山梨県 アジア航測(株)
大月市 H21.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 82.5k㎡
甲斐市
甲州市
南部町
身延町
道志村
山中湖村
鳴沢村
富士河口湖
町
丹波山村

山梨県 上野原市 H21.5.19 河川管理 簡級 水　準  24.0km
山梨県富士･東部建設事
務所

三和航測(株)

H21.12.25 空　三   34Ｍ
1000 数値図化 2.3k㎡

山梨県
南アルプス
市

H20.4.17 砂防計画 2500 数値図化 81.8k㎡
関東地方整備局富士川
砂防事務所

(株)オリス

早川町 H21.11.9 三和航測(株)

山梨県 山梨市 H21.6.10 道路計画 １級 基準点   5点
山梨県新環状・西関東道
路建設事務所

東洋測量設計(株)

H21.9.30 ２級 基準点   3点
３級 基準点   9点
４級 基準点   90点
１級 水　準  13.5km
500 地上数値法 0.2k㎡

山梨県 身延町 H21.9.1 道路計画 1000 空　三   15Ｍ 山梨県峡南建設事務所 国際航業(株)
H21.11.30 1000 数値図化 3.3k㎡

山梨県 富士吉田市 H21.9.14 土地区画整理 ２級 基準点   2点 山梨県　　富士吉田市 第一測量(株)
H21.10.31

山梨県 北杜市 H21.8.25 河川管理 500 数値図化 0.3k㎡ 山梨県中北建設事務所 アジア航測(株)
H22.2.26

山梨県 甲府市 H21.10.8 地盤変動調査 １級 水　準  82.0km 山梨県 昭和(株)
甲斐市 H22.3.17
笛吹市
中央市
昭和町

山梨県 甲府市 H21.12.7 地盤変動調査 １級 水　準
3.0k㎡
3.0km

4点
山梨県　　甲府市 昭和(株)

H22.3.18

山梨県 北杜市 H21.12.10 砂防管理 ３級 基準点   57点
関東地方整備局富士川
砂防事務所

東洋測量設計(株)

H22.2.26 ４級 基準点   169点
長野県 飯田市 H17.9.1 土地区画整理 ２級 基準点   4点 飯田市 (株)中庭測量コンサルタント

 ３級 水　準   12点
500 平　板 0.3k㎡

1000 平　板 0.3k㎡

長野県
長野県    佐
久市

H18.11.30 土地区画整理 ２級 基準点   3点 長野県    佐久市 (株)モテキ

H19.1.9 ４級 基準点   5点
500 平　板 0.1k㎡

長野県 信濃町 H19.10.10 固定資産 8000 カラー撮影 117.9k㎡ 長野県　　信濃町 (株)こうそく
H20.3.26

長野県 安曇野市 H20.5.16 都市計画 2500 写測修正 232.0k㎡ 長野県　　安曇野市 朝日航洋(株)
H20.10.31 1000 編　集 232.0k㎡

長野県 長和町 H20.6.20 下水道台帳 2500 数値図化 3.1k㎡ 長野県　　長和町 (株)こうそく
H21.3.31

長野県 松本市 H20.8.1 都市計画 2500 数値図修正 36.8k㎡ 長野県　　松本市 こうそく
H21.3.5

長野県 茅野市 H20.7.22 土地区画整理 ３級 基準点   1点
茅野市・諏訪市家下青木
土地区画整理組合

(株)協同測量社

諏訪市 H21.3.31 ４級 基準点   23点
500 その他 0.1k㎡

長野県 小諸市 H20.8.18 都市計画 12500 カラー撮影 86.0k㎡ 長野県　小諸市 新日本航業(株)

H21.3.10 2500
既成図数値
化

86.0k㎡

2500 数値図修正 86.0k㎡
2500 座標変換 86.0k㎡

10000 編　集 86.0k㎡

長野県 佐久穂町 H20.8.18 防災地図 2500
既成図数値
化

27.3k㎡ 長野県　　佐久穂町 朝日航洋株式会社

H20.12.25 2500 座標変換 27.3k㎡
2500 数値図修正 36.4k㎡
2500 数値図化 5.1k㎡

10000 編　集 41.5k㎡
10000 数値図化 146.6k㎡
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関東地方
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 長野市 H20.7.1 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 283.9k㎡ 長野県　長野市 (株)パスコ

H21.3.20 1000 数値図修正 283.9k㎡
長野県 大町市 H20.10.15 都市計画 15000 カラー撮影 400.0k㎡ 長野県　大町市 (株)こうそく

H21.3.19 2500 数値図修正 100.0k㎡
10000 編　集 100.0k㎡
1000 数値図修正  5.2km

長野県 上松町 H20.10.1 ほ場整備 ２級 基準点   5点 長野県木曽地方事務所 (株)地図測量
H21.3.10 ３級 基準点   7点

４級 基準点   17点
500 数値図化 0.1k㎡

長野県 佐久市 H20.11.4 都市計画 12500 カラー撮影 11.6k㎡ 長野県  佐久市 朝日航洋(株)

H21.3.10 2500
既成図数値
化

3.8k㎡

2500 座標変換 3.8k㎡
2500 数値図修正 11.6k㎡

長野県 佐久穂町 H20.10.20 土地改良 ２級 基準点   1点 長野県佐久地方事務所 (株)松本測量
H21.2.9 ３級 基準点   15点

長野県 小谷村 H20.8.8 砂防計画 2500 数値図化 36.0k㎡ 松本砂防事務所 北陸航測(株)
H21.2.27

長野県 長和町 H20.11.10 都市計画 1000
既成図数値
化

7.4k㎡ 長野県　長和町 (株)こうそく

H21.3.31 1000 座標変換 7.4k㎡
1000 数値図修正 7.4k㎡

2500
既成図数値
化

14.4k㎡

2500 座標変換 14.4k㎡
2500 数値図修正 17.4k㎡

長野県 飯田市 H20.9.12 砂防計画 2500 数値図化 14.9k㎡ 長野県飯田建設事務所 東武計画(株)
阿南町 H21.3.17

長野県 軽井沢町 H20.10.22 都市計画 2500 座標変換 89.0k㎡ 長野県　軽井沢町 (株)パスコ
H21.3.19 2500 数値図修正 89.0k㎡

2500 数値図化 6.0k㎡

長野県 山ノ内町 H20.11.12 砂防計画 2500 数値図化 81.0k㎡
北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

(株)ナカノアイシステム

木島平村 H21.3.20
栄村

長野県 上田市 H21.1.22 基準点復旧 ２級 基準点   1点 長野県　　上田市 大輝測量(株)
H21.3.16 ３級 基準点   2点

長野県 松本市 H21.1.16 都市計画 ２級 基準点   3点 長野県　　松本市 (株)アンドー
H21.3.19 ３級 基準点   9点

４級 基準点   43点
長野県 波田町 H20.10.31 都市計画 ３級 基準点   80点 長野県　　波田町 (株)松本測量

H21.3.31
長野県 佐久穂町 H21.3.6 ほ場整備 ２級 基準点   1点 長野県佐久地方事務所 (株)日研コンサル

H21.7.13 ３級 基準点   3点
４級 基準点   49点
500 地上数値法 0.1k㎡

長野県 長野市 H21.3.25 復旧測量
街区三

角点
基準点   1点 長野県　　長野市 （株）協同測量社

H21.4.24

長野県 駒ケ根市 H21.3.30 その他
街区多

角点
基準点   1点 長野県　　駒ケ根市 (株)緑地計画

H21.4.30
長野県 佐久穂町 H21.4.16 基準点の移転 １級 基準点   4点 長野県　　佐久穂町 (株)みすず綜合コンサルタント

H21.6.19 ２級 基準点   12点

長野県 南牧村 H21.4.17 土地改良
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 133.1k㎡ 長野県　南牧村 朝日航洋(株)

H21.7.31

長野県 飯田市 H21.4.28 固定資産
地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 290.0k㎡ 長野県　飯田市 朝日航洋(株)

H21.6.30

長野県 南牧村 H21.6.1
8系原点標の
設置

１級 基準点   2点 長野県　　南牧村
社団法人　長野県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

H21.7.30

長野県 駒ヶ根市 H21.6.10 基準点管理
街区多

角点
基準点   1点 長野県　　駒ヶ根市 (株)理財

H21.7.10

長野県 辰野町 H21.6.29 都市計画 2500
既成図数値
化

21.7k㎡ 長野県　辰野町 (株)協同測量社

H21.11.30 2500 座標変換 21.7k㎡
2500 数値図修正 21.7k㎡

長野県 長野市 H21.4.27 土地区画整理 ２級 基準点   2点
長野市中氷鉋土地区画
整理組合

黒田整地開発(株)

H21.12.28 ３級 基準点   5点
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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 坂城町 H21.7.27 道路計画 1000 空　三  6.0km
関東地方整備局　長野国
道事務所

(株)協同測量社

H21.10.30 1000 数値図化 0.6k㎡
簡級 水　準 13.5k㎡

長野県 小諸市 H21.8.18 地籍調査 街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)みすず綜合コンサルタント

H22.1.14

長野県 小諸市 H21.8.18 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

嶺水・飯田・栄和共同企業体

H22.2.5
長野県 上松町 H21.8.3 ほ場整備 ２級 基準点   3点 長野県木曽地方事務所 (株)日研コンサル

H22.3.10 ３級 基準点   5点
４級 基準点   46点
500 平　板 0.1k㎡

長野県 大町市 H21.10.5
基準点・水準
測量

１級 基準点   2点
北陸地方整備局松本砂
防事務所

(株)グラフィック

H21.11.30 ３級 水　準   1点

長野県 生坂村 H21.9.8 総合計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 39.0k㎡ 長野県　生坂村 (株)パスコ

H22.1.31

長野県 池田町 H21.9.15 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 40.2k㎡ 長野県　池田町

セントラル・スペーシャル・テクノロ
ジー(株)

H21.12.25

長野県 飯田市 H21.10.20 道路計画 8000 カラー撮影 26.0k㎡
中部地方整備局飯田国
道事務所

国際航業(株)

喬木村 H22.12.18 1000 数値図化 8.8k㎡
長野県 佐久市 H21.11.18 都市計画 12500 カラー撮影 9.0k㎡ 長野県　佐久市 朝日航洋(株)

H22.3.10 2500 数値図修正 9.0k㎡
長野県 辰野町 H21.11.6 都市計画 10000 編　集 30.8k㎡ 長野県　辰野町 (株)協同測量社

H22.2.26
長野県 御代田町 H22.1.15 総合計画 ３級 水　準   1点 長野県　　御代田町 日測設計(株)

H22.2.26
長野県 御代田町 H22.1.20 総合計画 ３級 基準点   1点 長野県　　御代田町 (株)タイヨーエンジニヤ

H22.2.26
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北陸地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

新潟県 十日町市 H17.10.3 ほ場整備 ２級 基準点   4点 十日町土地改良区 (株)宮内測量設計事務所

H18.3.22
３級 基準点   12点
４級 基準点 0.2k㎡

新潟県 見附市 H19.12.26 都市計画 1000 数値図化 20.2k㎡ 新潟県　　見附市 (株)パスコ
H20.12.25 2500 数値図化 57.8k㎡

10000
既成図数値
化

78.0k㎡

25000
既成図数値
化

78.0k㎡

新潟県 上越市 H20.4.1 固定資産 8000 カラー撮影
500.0k㎡

2407点
新潟県　　上越市 朝日航洋(株)

H21.3.31

新潟県 魚沼市 H20.5.15 その他
地上画
素寸法

数値撮影 444.1k㎡ 魚沼市 (株)ナカノアイシステム

H21.2.28 20㎝ 数値撮影 502.9k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 444.1k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 502.9k㎡

新潟県 長岡市 H20.5.22 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 840.9k㎡ 新潟県　　長岡市 (株)パスコ

H21.3.31

新潟県 十日町市 H20.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   4点
新潟県　十日町地域振興
局

(株)宮内測量設計事務所

H21.2.23 ３級 基準点   17点
４級 基準点 0.4k㎡

新潟県 妙高市 H20.7.15 総合計画 1000 数値図化 2.4k㎡ 新潟県　　妙高市 (株)ナカノアイシステム

H20.9.30
新潟県 長岡市 H20.8.8 ほ場整備 ２級 基準点   6点 新潟県長岡地域振興局 大原技術(株)

H21.3.10 ３級 基準点   30点
４級 基準点 0.6k㎡

新潟県 長岡市 H20.6.24 都市計画 2500
既成図数値
化

87.0k㎡ 長岡市 (株)パスコ

H21.3.25 1000 数値図修正 87.0k㎡
2500 数値図修正 87.0k㎡

新潟県 佐渡市 H20.8.18 ほ場整備 ２級 基準点   4点 新潟県佐渡地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会
H21.3.10 ３級 基準点   11点

４級 基準点 0.2k㎡
その他 0.2k㎡

新潟県 新発田市 H20.8.11 都市計画 2500
既成図数値
化

100.2k㎡ 新発田市 (株)パスコ

H20.11.28 座標変換 100.2k㎡
2500 数値図修正 100.2k㎡
2500 数値図化 24.9k㎡

10000 編　集 125.1k㎡

新潟県 胎内市 H20.8.18 ほ場整備 ２級 基準点   2点
新潟県新発田地域振興
局

新潟県土地改良事業団体連合会

H21.2.13 ３級 基準点   15点
４級 基準点 1.5k㎡

その他 1.5k㎡
新潟県 新発田市 H20.9.3 都市計画 ４級 基準点   54点 新潟県　　新発田市 (株)オオバ

H21.3.16 数値図化 0.1k㎡

新潟県 南魚沼市 H20.4.1 道路台帳 500 数値図化 8.6k㎡ 南魚沼市 (株)ナカノアイシステム

H21.3.31
新潟県 加茂市 H20.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   11点 新潟県　三条地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会

三条市 H21.3.10 ３級 基準点   22点
４級 基準点 2.7k㎡

その他 2.7k㎡
新潟県 魚沼市 H20.10.1 その他 基準点   86点 新潟県　　魚沼市 (株)十日町測量

H21.1.31

新潟県 糸魚川市 H20.10.20 土地区画整理 ３級 基準点   3点
上刈道保地区土地区画
整理組合設立準備委員
会

(株)サンワコン

H20.11.28 ４級 基準点   10点

新潟県 糸魚川市 H20.10.20 土地区画整理 ３級 基準点   2点
上刈長面地区土地区画
整理組合設立準備委員
会

(株)サンワコン

H20.11.28 ４級 基準点   5点
新潟県 関川村 H20.10.24 砂防計画 2500 数値図化 1.3k㎡ 新潟県村上地域振興局 国際航業(株)

村上市 H20.12.24

新潟県 上越市 H20.10.27 地すべり対策
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 274.0k㎡ 新潟県上越地域振興局 (株)ナカノアイシステム

H21.3.13 2500 数値図化 19.9k㎡

測量地域 事業量
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新潟県 南魚沼市 H20.8.2 砂防計画 2500 数値図化 130.0k㎡
北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

中日本航空(株)

湯沢町 H21.2.20

新潟県 魚沼市 H20.8.2 砂防計画 2500 数値図化 124.6k㎡
北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

アジア航測(株)

南魚沼市 H21.2.20

新潟県 妙高市 H20.11.20 土地区画整理 ３級 基準点   4点
石塚大崎土地区画整理
組合

(株)都計

H21.6.30

新潟県 糸魚川市 H20.11.17 土地区画整理 ３級 基準点   1点
山崎地区土地区画整理
組合

(株)サンワコン

H21.3.31 ４級 基準点   25点
新潟県 新潟市 H20.11.11 都市計画 2500 数値図化 59.6k㎡ 新潟県　　新潟市 アジア航測(株)

H21.3.13
新潟県 柏崎市 H20.12.10 砂防計画 10000 カラー撮影 405.0k㎡ 新潟県柏崎地域振興局 (株)オリス

H21.3.15
直接定位計
算

405.0k㎡

2500 数値図化 10.0k㎡

新潟県 上越市 H20.11.26 河川計画 4000 カラー撮影 19.6k㎡
北陸地方整備局高田河
川国道事務所

(株)ナカノアイシステム

H21.3.31 500 数値図化 1.3k㎡

新潟県 十日町市 H20.9.25 砂防計画 12500 カラー撮影 353.0k㎡
北陸地方整備局湯沢砂
防事務所

三和航測(株)

湯沢町 H21.2.27 2500 数値図化 24.0k㎡
津南町

新潟県 新潟市 H20.12.9 下水道計画 5000 カラー撮影   56点 新潟県　　新潟市 (株)オリス

H21.3.30
直接定位計
算

1.9k㎡

500 数値図化 1.9k㎡

新潟県 長岡市 H20.10.21 砂防計画 10000 撮　影 72.5k㎡ 新潟県　長岡地域振興局 三和航測(株)

H21.1.18
直接定位計
算

72.5k㎡

簡級 水　準  30.0km

新潟県 五泉市 H20.7.16 土地改良
地上画
素寸法

25㎝
数値撮影 975.0k㎡

新潟県土地改良事業団
体連合会

(株)ナカノアイシステム

三条市 H21.2.13
直接定位計
算

  32点

田上町 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 975.0k㎡
加茂市
出雲崎町
阿賀野市
見附市

新潟県 糸魚川市 H21.2.2 砂防計画 2500 数値図化 6.3k㎡
新潟県糸魚川地域振興
局

(株)ナカノアイシステム

H21.3.15

新潟県 上越市 H21.2.20 下水道計画 500 数値図化 0.1k㎡ 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム

H21.3.19

新潟県 十日町市 H20.11.4 総合計画 1000 数値図化 19.9k㎡ 新潟県　　十日町市 (株)ナカノアイシステム

H21.3.31 2500 数値図化 68.5k㎡
5000 数値図化 90.1k㎡

新潟県 粟島浦村 H20.12.15 砂防計画 2500 数値図化 1.3k㎡ 新潟県村上地域振興局 アジア航測(株)
H21.3.25

新潟県 新潟市 H21.3.14 河川計画 12500 カラー撮影 116.0k㎡
北陸地方整備局信濃川
下流河川事務所

(株)ナカノアイシステム

長岡市 H22.2.28 4000 カラー撮影 7.0k㎡
三条市 2500 数値図化 16.0k㎡
加茂市 2500 数値図修正 50.8k㎡
燕市 500 数値図化 1.2k㎡
田上町

新潟県 阿賀野市 H21.4.20 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影

192.7k㎡

660点
新潟県　　阿賀野市 朝日航洋(株)

H21.8.31

新潟県 川口町 H21.4.20 総合計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 50.0k㎡ 新潟県　　川口町 (株)ナカノアイシステム

H21.8.31
新潟県 上越市 H21.5.11 土地区画整理 ３級 基準点   4点 新潟県　　上越市 (株)桑原測量社

H21.9.30 ４級 基準点   30点
500 数値図化 0.3k㎡

新潟県 新潟市 H21.4.22 総合計画 ２級 基準点   4点 新潟県新潟地域振興局 （株）大成測量設計事務所
H21.6.10 ３級 基準点   18点

新潟県 南魚沼市 H21.5.11 砂防計画 １級 基準点   2点
新潟県南魚沼地域振興
局

(株)新潟測量調査設計事務所

H21.7.31
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新潟県 胎内市 H21.3.24 砂防計画 航空レーザ 180.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局飯豊山系砂防事務
所

アジア航測(株)

新発田市 H21.9.30
関川村

新潟県 長岡市 H21.3.13 砂防計画 航空レーザ 60.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

アジア航測(株)

川口町 H21.10.30
魚沼市

新潟県 新潟市 H21.4.13 河川管理 ３級 水　準  54.8km
国土交通省北陸地方整
備局　阿賀野川河川事務
所

(株)平成測量

阿賀野市 H21.6.20

新潟県 新潟市 H21.4.27 河川管理 ３級 水　準  46.2km
国土交通省北陸地方整
備局　阿賀野川河川事務
所

(株)ナルサワコンサルタント

阿賀野市 H21.6.30
五泉市
阿賀町

新潟県 糸魚川市 H21.7.1 砂防計画 2500 数値図化 36.0k㎡
新潟県糸魚川地域振興
局

(株)ナカノアイシステム

H22.1.31
新潟県 柏崎市 H21.6.4 砂防計画 2500 数値図化 19.5k㎡ 新潟県柏崎地域振興局 (株)オリス

H21.10.31
新潟県 長岡市 H21.7.31 ほ場整備 ２級 基準点   13点 新潟県長岡地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会

見附市 H22.3.15 ３級 基準点   21点
４級 基準点 2.4k㎡
500 平　板 2.4k㎡

新潟県 長岡市 H21.7.31 ほ場整備 ２級 基準点   4点 新潟県長岡地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会
H22.3.12 ３級 基準点   6点

４級 基準点 0.9k㎡
500 平　板 0.9k㎡

新潟県 新発田市 H21.7.21 ほ場整備 ２級 基準点   12点
新潟県新発田地域振興
局

新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.10 ３級 基準点   22点
４級 基準点 2.3k㎡
500 平　板 2.3k㎡

新潟県 新発田市 H21.7.21 ほ場整備 ２級 基準点   10点
新潟県新発田地域振興
局

新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.10 ３級 基準点   26点
４級 基準点 2.4k㎡
500 平　板 2.4k㎡

新潟県 上越市 H21.7.21 ほ場整備 ２級 基準点   11点 新潟県上越地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会
H22.3.10 ３級 基準点   26点

４級 基準点 2.9k㎡
500 平　板 2.9k㎡

新潟県 糸魚川市 H21.6.30 ほ場整備 ２級 基準点   4点
新潟県糸魚川地域振興
局

新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   4点
４級 基準点 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

新潟県 新発田市 H21.7.1 都市計画 2500 数値図化 27.0k㎡ 新潟県　　新発田市 (株)パスコ
H21.11.27

新潟県 南魚沼市 H21.3.27 砂防計画 2500 数値図化 40.7k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

(株)日測

魚沼市 H21.9.30

新潟県 南魚沼市 H21.2.25 砂防計画 2500 数値図化 31.4k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

国際航業(株)

H21.9.30

新潟県 津南町 H21.2.27 砂防計画 2500 数値図化 36.5k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

大輝測量(株)

長野県 栄村 H21.9.30

新潟県 魚沼市 H21.2.25 砂防計画 2500 数値図化 38.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

(株)帝国コンサルタント

長岡市 H21.9.30

新潟県 魚沼市 H21.3.3 砂防計画 2500 数値図化 37.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

(株)日本海コンサルタント

H21.9.30

新潟県 魚沼市 H21.3.27 砂防計画 2500 数値図化 27.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

(株)オリス

H21.10.30

新潟県 魚沼市 H21.3.27 砂防計画 2500 数値図化 25.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局湯沢砂防事務所

(株)パスコ

H21.10.30
新潟県 新潟市 H21.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  38.0km 新潟県 (株)桑原測量社

新発田市 H21.12.22 ２級 水　準  50.0km
阿賀野市
柏崎市
南魚沼市
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新潟県 上越市 H21.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  78.0km 新潟県 (株)桑原測量社
妙高市 H21.12.22

新潟県 新発田市 H21.7.8 河川計画 12500 カラー撮影 13.9k㎡
新潟県新発田地域振興
局

(株)ナカノアイシステム

H21.12.15 2500 数値図化 2.8k㎡
新潟県 新潟市 H21.8.20 地盤変動調査 １級 水　準  59.0km 新潟県　　新潟市 (株)ナカノアイシステム

H21.9.20 ２級 水　準  79.0km
新潟県 佐渡市 H21.7.6 ほ場整備 ２級 基準点   3点 新潟県佐渡地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.12 ３級 基準点   3点
４級 基準点 0.3k㎡

新潟県 長岡市 H21.9.1 土地区画整理 ２級 基準点   3点
喜多町土地区画整理組
合設立準備会

(株)測量設計長部事務所

H21.9.30 ３級 基準点   10点
新潟県 上越市 H21.8.17 ほ場整備 ２級 基準点   3点 新潟県上越地域振興局 新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.10 ３級 基準点   9点
４級 基準点 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

新潟県 新潟市 H21.8.20 地盤変動調査 ２級 水　準  48.0km
国土交通省北陸地方整
備局　新潟港湾・空港整
備事務所

(株)山岸測量事務所

H22.2.15
新潟県 新潟市 H21.8.18 ほ場整備 ３級 基準点   6点 木崎濁川土地改良区 新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.10 ４級 基準点   17点
500 平　板 0.1k㎡

新潟県 佐渡市 H21.7.21 文化財調査 4000 カラー撮影 2.4k㎡ 新潟県　　佐渡市 (株)オリス
H21.11.17 空　三   9Ｍ

500 数値図化 1.7k㎡

新潟県 上越市 H21.8.17 下水道計画 500 数値図化 0.1k㎡ 新潟県　　上越市 (株)ナカノアイシステム

H21.9.20

新潟県 上越市 H21.8.5 河川計画 2500 数値図化 2.0k㎡
国土交通省北陸地方整
備局　高田河川国道事務
所

(株)ナカノアイシステム

H21.11.2

新潟県 長岡市 H21.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   2点
越後ながおか農業協同
組合

新潟県土地改良事業団体連合会

H22.3.1 ３級 基準点   1点
４級 基準点 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

新潟県 胎内市 H21.8.3 ほ場整備 ２級 基準点   5点
新潟県新発田地域振興
局

新潟県土地改良事業団体連合会

H22.2.12 ３級 基準点   10点
４級 基準点 1.8k㎡
500 平　板 1.8k㎡

新潟県 十日町市 H21.9.4 土地改良 ２級 基準点   4点
新潟県十日町地域振興
局

(株)宮内測量設計事務所

H22.2.19 ３級 基準点   7点
４級 基準点 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

新潟県 新潟市 H21.9.4 都市計画 2500 数値図化 41.4k㎡ 新潟県　　新潟市 朝日航洋(株)
H22.3.12

新潟県 十日町市 H21.10.13 その他 ２級 基準点   2点 新潟県　　十日町市 (株)十日町測量
H21.10.31

新潟県 新発田市 H21.11.10 地盤変動調査 ２級 水　準  10.0km 新潟県　　新発田市 (株)聖測コンサルタント　新発田営業
H21.12.22

新潟県 佐渡市 H21.10.1 文化財調査 12500 空　三
5.0k㎡

 9Ｍ
新潟県　　佐渡市 (株)オリス

H21.11.29 2500 数値図化
5.0k㎡

 4点

新潟県 糸魚川市 H21.12.2 河川計画 12500 数値撮影 36.4k㎡
北陸地方整備局高田河
川国道事務所

(株)ナカノアイシステム

H22.3.1 2500 航空レーザ 5.2k㎡

福島県 西会津町 H21.3.30 河川計画 航空レーザ 40.0k㎡
北陸地方整備局阿賀野
川河川事務所

アジア航測(株)

新潟県 阿賀町 H21.6.30
富山県 滑川市 H20.5.1 都市計画 2500 数値図化 44.9k㎡ 富山県　滑川市 エー・ピー・エス

H20.10.31 2500 数値図修正 9.7k㎡

富山県 富山市 H20.7.2 砂防計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 121.3k㎡

北陸地方整備局立山砂
防事務所

国際航業(株)

立山町 H21.3.23 18㎝ 数値撮影 6.0k㎡
2500 航空レーザ 65.0k㎡
1000 航空レーザ 6.0k㎡
2500 数値図化 65.0k㎡
1000 数値図化 6.0k㎡

富山県  H20.7.14 土地改良 15000 カラー撮影
2745.0

k㎡
富山県土地改良事業団
体連合会

(株)エー・ピー・エス

H21.2.27 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2745.0

k㎡

－191－



北陸地方
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 黒部市 H20.8.20 土地改良 8000 カラー撮影 6.0k㎡
富山県　新川農林振興セ
ンター

(株)エー・ピー・エス

魚津市 H20.12.15 空　三
6.0k㎡
 12Ｍ

1000 数値図化 2.4k㎡
富山県 南砺市 H20.9.10 砂防計画 2500 数値図化 5.2k㎡ 富山県砺波土木センター 国際航業(株)

H20.10.31

富山県 高岡市 H20.10.14 河川計画 ２級 基準点   11点
北陸農政局西北陸土地
改良調査管理事務所

日化エンジニアリング(株)

H20.10.31 ４級 基準点   110点

富山県 立山町 H20.10.15 下水道計画 500 数値図化 4.5k㎡
中新川広域行政事務組
合

(株)エー・ピー・エス

H21.3.23

富山県 富山市 H20.10.18 河川計画 12500 撮　影 96.9k㎡
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

北陸航測(株)

舟橋村 H21.3.13 2500 数値図修正 96.9k㎡
立山町

富山県 射水市 H20.11.20 河川管理 １級 基準点   18点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

(株)協同測量社

高岡市 H21.2.27

富山県 高岡市 H20.9.10 固定資産
地上画
素寸法

9.6㎝
数値撮影 209.4k㎡ 富山県　　高岡市 国際航業(株)

H21.3.31
直接定位計
算

209.4k㎡

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 209.4k㎡

富山県 富山市 H20.10.18 河川管理 １級 基準点   13点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

舘下コンサルタンツ(株)

H21.3.6

富山県 高岡市 H20.12.15 河川管理 １級 基準点   16点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

黒田整地開発(株)

射水市 H21.3.23

富山県 砺波市 H20.12.4 農地開発 ３級 基準点   7点
北陸農政局　西北陸土地
改良調査管理事務所

建設技研コンサルタンツ(株)

H20.12.26 ４級 基準点   8点
３級 水　準  12.0km

富山県 富山市 H20.12.18 河川管理 １級 基準点   22点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

(株)明和

H21.3.31

富山県 南砺市 H20.6.14 総合計画 2500 数値図化 153.7k㎡ 富山県　　南砺市 （株）ジーアイエス北陸

H21.2.27 10000 編　集 153.7k㎡

富山県 砺波市 H21.4.6 土地区画整理 ３級 基準点   4点
砺波市出町東部第2土地
区画整理組合

昭和(株)

H21.8.31 ４級 基準点   53点

富山県 高岡市 H21.3.11 河川管理 12500 撮　影 93.1k㎡
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

(株)協同測量社

砺波市 H21.11.30 空　三   25Ｍ
南砺市 2500 数値図修正 32.0k㎡
射水市

富山県 高岡市 H21.3.11 河川計画 12500 数値撮影 116.0k㎡
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

(株)協同測量社

砺波市 H21.11.30 2500 数値図化
7.5k㎡

 2点
小矢部市 2500 数値図修正 23.6k㎡
射水市

富山県 南砺市 H21.3.10 河川管理 5000 数値図化 58.0k㎡
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

北陸航測(株)

砺波市 H21.8.31
高岡市
射水市

富山県 高岡市 H21.4.13 都市計画 2500 数値図修正   7点 富山県　　高岡市 北陸航測(株)
H21.7.31

富山県 魚津市 H21.5.1 砂防計画 航空レーザ 280.0k㎡
北陸地方整備局立山砂
防事務所

中日本航空(株)

上市町 H21.12.25
富山市

岐阜県 飛騨市

富山県 富山市 H21.3.10 河川管理 空　三   184Ｍ
国土交通省北陸地方整
備局富山河川国道事務
所

中日本航空(株)

砺波市 H21.8.31 5000 数値図化 74.5k㎡
南砺市 5000 編　集 59.3k㎡

富山県 高岡市 H21.9.1 道路計画 ２級 基準点   4点 富山県　　高岡市 北建コンサル(株)
砺波市 H21.10.20 ３級 基準点   14点

３級 水　準  11.0km

富山県 立山町 H21.7.1 森林計画 ２級 基準点   2点
北陸地方整備局　立山砂
防事務所

建設技研コンサルタンツ(株)

H22.1.29
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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

富山県 富山市 H21.10.15 河川管理 １級 基準点   22点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

北建コンサル(株)

立山町 H22.2.26

富山県 富山市 H21.10.15 河川管理 １級 基準点   20点
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

(株)碓井コンサルタント

H22.2.26

富山県 高岡市 H21.9.18 河川管理 5000 数値図化 35.0k㎡
北陸地方整備局富山河
川国道事務所

北陸航測(株)

小矢部市 H22.1.22 5000 編　集 40.0k㎡
砺波市
南砺市

石川県 輪島市 H20.3.31 土地改良 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 552.0k㎡
石川県土地改良事業団
体連合会

日本海航測(株)

加賀市 H20.3.31
小松市
川北町
七尾市

石川県 輪島市 H20.6.23 土地改良 15000 数値撮影
1182.0

k㎡
石川県土地改良事業団
体連合会

(株)NTT西日本-北陸

珠洲市 H20.10.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1182.0

k㎡
穴水町
能登町

石川県 志賀町 H20.7.20 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 246.5k㎡ 石川県　　志賀町 (株)パスコ

H21.3.27

石川県 小松市 H20.7.29 下水道計画 1000 数値図化 1.8k㎡ 小松市 （株）ジーアイエス北陸

H20.12.15

石川県 小松市 H20.8.1 ほ場整備 ２級 基準点   4点
石川県南加賀農林総合
事務所

石川県土地改良事業団体連合会

H20.9.1
石川県 金沢市 H20.9.1 固定資産 ４級 基準点 0.2k㎡ 金沢地方法務局 (株)石野測量事務所

H21.3.31

石川県 七尾市 H20.8.1 地盤変動調査 １級 水　準
 33.0km

44点
石川県 (株)利水社

H20.11.30

石川県 津幡町 H20.9.27
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
土地・水資源局国土調査
課

(株)鳥越

H21.3.11

石川県 津幡町 H20.9.27
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.4k㎡
土地・水資源局国土調査
課

北陸航測(株)

H21.2.3

石川県 七尾市 H20.7.23 都市計画 2500 数値図化 7.6k㎡ 七尾市 （株）ジーアイエス北陸

H20.12.25

石川県 宝達志水町 H20.9.16 ほ場整備 ２級 基準点   6点
石川県中能登農林総合
事務所

羽咋測量設計(株)

H20.10.31
石川県 七尾市 H20.9.1 地盤変動調査 １級 水　準  9.8km 七尾市 (株)利水社

H20.9.30

石川県 金沢市 H20.5.29 砂防計画 2500 数値図化 12.1k㎡
石川県県央土木総合事
務所

(株)太陽測地社

H20.10.31

石川県 志賀町 H20.10.20 下水道計画 5000 カラー撮影 1.1k㎡ 石川県　　志賀町 (株)北日本ジオグラフィ

H21.1.30 500 数値図化 1.1k㎡

石川県 白山市 H20.11.17 ほ場整備 ２級 基準点   5点
石川県石川農林総合事
務所

(株)加能技研

H21.3.13 ３級 基準点   9点

500 数値図化
0.3k㎡

 9点

石川県 津幡町 H20.12.3 ほ場整備 500 数値図化 0.1k㎡
石川県県央農林総合事
務所

(株)利水社

H20.12.31 ２級 基準点   1点 石川県土地改良事業団体連合会
３級 基準点   7点
４級 基準点   16点

石川県 金沢市 H20.7.29 都市計画 1000 数値図修正 241.7k㎡ 石川県　　金沢市 セントラル航業(株)
H21.3.25

石川県 金沢市 H20.10.27 道路計画 5000 カラー撮影 5.8k㎡
石川県県央土木総合事
務所

日本海航測(株)

H21.2.10 500 数値図化 0.4k㎡
石川県 小松市 H20.11.4 道路台帳 500 数値図化  1.8km 石川県　　小松市 セントラル航業(株)

H21.3.31 500
既成図数値
化

 7.0km
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北陸地方
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 宝達志水町 H20.10.10 道路計画 8000 カラー撮影 0.7k㎡
北陸地方整備局金沢河
川国道事務所

北陸航測(株)

羽咋市 H21.2.27 空　三 0.7k㎡
1000 数値図化 0.7k㎡

石川県 津幡町 H20.12.26 砂防計画 空　三   28Ｍ
石川県県央土木総合事
務所

(株)太陽測地社

H21.3.10 簡級 水　準  18.9km

石川県 七尾市 H21.2.25 都市計画 2500 数値図化 0.8k㎡ 石川県　　七尾市 (株)北日本ジオグラフィ

H21.3.25 2500 数値図修正 1.9k㎡

石川県 金沢市 H21.3.30 土地区画整理 ２級 基準点   6点
金沢市田上第五土地区
画整理組合

(株)東洋設計

H21.4.30

石川県 金沢市 H19.8.20 土地区画整理 ２級 基準点   2点
金沢市副都心北部大友
土地区画整理組合

(株)国土開発センター

H21.7.31 ３級 基準点   2点

石川県 白山市 H21.7.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
土地・水資源局国土調査
課

南海測量設計

H21.12.15

石川県 穴水町 H21.5.29 砂防計画 2500 数値図化 28.6k㎡
石川県奥能登土木総合
事務所

日本海航測(株)

H21.8.31 (株)太陽測地社
(株)鳥越
(株)利水社

石川県 穴水町 H21.6.15 砂防計画 2500 数値図化 10.9k㎡
石川県奥能登土木総合
事務所

(株)国土開発センター

H21.9.30 （株）ジーアイエス北陸

セントラル航業(株)
石川県 かほく市 H21.4.28 都市計画 2500 数値図修正 1.5k㎡ 石川県　　かほく市 (株)国土開発センター

H21.12.18

石川県 中能登町 H21.7.9 ほ場整備 ３級 基準点   21点
石川県中能登農林総合
事務所

石川都市開発(株)

H22.3.10

石川県 津幡町 H21.8.1 地盤変動調査 １級 水　準
 67.0km

44点
石川県 (株)北日本ジオグラフィ

野々市町 H21.11.30

石川県 津幡町 H21.7.30 ほ場整備 ２級 基準点   8点
石川県県央農林総合事
務所

利水社

H21.10.30 ３級 基準点   6点

石川県 宝達志水町 H21.7.29 ほ場整備 １級 基準点   1点
石川県中能登農林総合
事務所

(株)旭

H21.11.30 ２級 基準点   3点
３級 基準点   5点
４級 基準点 0.2k㎡

石川県 金沢市 H21.8.10 総合計画 座標変換   3630点 石川県　　金沢市 セントラル航業(株)
H21.10.31

石川県 金沢市 H21.8.17 港湾計画 １級 基準点   3点
北陸地方整備局金沢港
湾・空港整備事務所

セントラル航業(株)

H21.12.10 ３級 基準点   15点
３級 水　準  17.0km

石川県 中能登町 H21.7.21 ほ場整備 ３級 基準点   10点
石川県中能登農林総合
事務所

新開測量(有)

H21.12.24
石川県 志賀町 H21.8.10 下水道計画 4000 カラー撮影 0.9k㎡ 石川県　　志賀町 （有）高山測量設計事務所

H21.11.30 500 写測図化
0.9k㎡
 39点

(株)東洋設計

簡級 水　準  0.6km
石川県 能美市 H21.8.24 総合計画 10000 数値撮影 83.4k㎡ 石川県　　能美市 セントラル航業(株)

H21.12.25 中日本航空(株)

石川県 金沢市 H21.9.15 土地区画整理 １級 基準点   2点
金沢市無量寺第二土地
区画整理組合

(株)日本海コンサルタント

H22.1.29 ２級 基準点   3点
３級 基準点   5点

石川県 中能登町 H21.9.11 ダム計画 ３級 基準点   7点
石川県北河内ダム建設
事務所

(有)武田測量設計事務所

H21.12.10

石川県 中能登町 H21.9.24 河川管理 4000 カラー撮影 4.0k㎡
石川県北河内ダム建設
事務所

(株)北日本ジオグラフィ

H21.12.10 12500 カラー撮影 9.5k㎡
1000 数値図化 0.8k㎡

石川県 七尾市 H21.12.22 都市計画 2500 数値図化 3.0k㎡ 石川県　　七尾市 (株)北日本ジオグラフィ

H22.3.15
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福井県 越前市 H19.7.24 都市計画 2500 数値図修正 126.3k㎡ 福井県　　越前市 国際航業(株)

H20.3.15 2500
既成図数値
化

45.8k㎡ (株)帝国コンサルタント

2500 数値図化 98.0k㎡
2500 座標変換 150.0k㎡

福井県 福井市 H20.6.1 総合計画 10000 撮　影 536.2k㎡ 福井県　　福井市 (株)パスコ
H21.3.24 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 536.2k㎡

1000 数値図化 4.8k㎡

福井県 鯖江市 H20.6.3 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 84.8k㎡ 福井県　　鯖江市 (株)パスコ

H20.9.30

福井県 越前市 H20.6.16 総合計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 230.8k㎡ 福井県　　越前市 国際航業(株)

H21.3.16 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 230.8k㎡
福井県 福井市 H20.7.11 固定資産 ４級 基準点   105点 福井地方法務局 (株)西岡設計事務所

H21.3.31
福井県 鯖江市 H20.8.18 都市計画 2500 数値図化 84.8k㎡ 鯖江市 (株)サンワコン

H21.3.25
福井県 おおい町 H20.9.15 総合計画 2500 数値図化 97.0k㎡ 福井県　　おおい町 朝日航洋(株)

H21.3.31 2500 数値図修正 115.0k㎡
福井県 あわら市 H20.9.5 都市計画 座標変換 0.5k㎡ 福井県　　あわら市 (株)パスコ

H21.3.19 2500 数値図修正 60.4k㎡
2500 数値図化 56.5k㎡

10000 編　集 116.9k㎡

福井県 福井市 H20.6.24 ほ場整備 ２級 基準点   3点
福井県福井農林総合事
務所

福井県土地改良事業団体連合会

H21.3.25 ４級 基準点   15点
500 数値図化 0.1k㎡

福井県 美浜町 H20.12.26 道路台帳 500 数値図化
4.4k㎡
55.2km

近畿地方整備局福井河
川国道事務所

(株)かんこう

若狭町 H21.3.31
小浜市
おおい町
高浜町

福井県 坂井市 H17.9.10 土地区画整理 ３級 基準点   4点
春江中筋土地区画整理
組合

(株)春江エンジニアリング

H21.10.30 ４級 基準点   28点

福井県 大野市 H20.10.7 ほ場整備 ２級 基準点   3点
福井県奥越農林総合事
務所

福井県土地改良事業団体連合会

H21.7.21

福井県 美浜町 H21.6.1 道路台帳 ３級 基準点   5点
近畿地方整備局福井河
川国道事務所

(株)エイコー技術コンサルタント

H21.11.1 ４級 基準点   59点
500 編　集 0.1k㎡

福井県 あわら市 H21.5.22 下水道計画 500 数値図化 0.4k㎡ 福井県　　あわら市 (株)パスコ
H21.8.21

福井県 敦賀市 H21.6.15 道路台帳 ３級 基準点   6点
近畿地方整備局　福井河
川国道事務所

(株)日新企画設計

H21.8.11 ４級 基準点   30点
500 路　線  2.9km

福井県 坂井市 H21.7.16
都市再生街区
基本調査

街区多
角点

基準点   1点
土地・水資源局国土調査
課

太陽測地社

H21.10.27 街区点 基準点 0.2k㎡

福井県 大野市 H21.7.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.5k㎡
土地・水資源局国土調査
課

太陽測地社

H21.12.15
福井県 福井市 H21.7.10 土地区画整理 500 数値図化 0.1k㎡ 福井県　　福井市 (株)サンワコン

H22.2.19 1000 数値図化 0.1k㎡
４級 基準点   25点

福井県 福井市 H21.7.13 ほ場整備 ２級 基準点   2点
福井県福井農林総合事
務所

第一技術開発(株)

H21.9.30

福井県 福井市 H21.7.13 ほ場整備 ２級 基準点   2点
福井県福井農林総合事
務所

(株)技研設計

H21.9.30

福井県 大野市 H21.10.20 砂防計画 １級 基準点   1点
近畿地方整備局福井河
川国道事務所

(株)吹上技研コンサルタント

H22.2.26 ３級 基準点   1点
４級 基準点   30点

福井県 あわら市 H21.10.22 下水道計画 500 数値図化 0.8k㎡ 福井県　　あわら市 (株)パスコ
H22.1.29

福井県 越前市 H21.11.12 土地区画整理 ２級 基準点   3点
神山南部第一土地区画
整理組合

(株)サンワコン

H22.3.31 ３級 基準点   6点
４級 基準点   95点
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福井県 大野市 H21.12.1 河川管理
地上画
素寸法

25㎝
数値撮影 20.0k㎡ 福井県奥越土木事務所 国際航業(株)

H22.3.5 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 20.0k㎡
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中部地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

岐阜県 高山市 H19.7.4 都市計画 10000 カラー撮影 96.0k㎡ 岐阜県　　高山市 (株)エヌ・ティ・ティ・インフラネット

H19.12.28 15000 カラー撮影
2505.0

k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 96.0k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 888.0k㎡

岐阜県 岐阜市 H19.7.31 土地区画整理 ４級 基準点   70点
岐阜市鷺山第二土地区
画整理組合

中央エンジニアリング(株)

H20.3.21
岐阜県 恵那市 H19.11.26 道路台帳 1000 数値図化 7.6k㎡ 岐阜県　　恵那市 国際航業(株)

H21.3.31
岐阜県 可児市 H20.4.1 総合計画 ２級 基準点   7点 可児市 (株)林事務所

H21.3.31 ３級 基準点   5点
４級 基準点 87.6k㎡

岐阜県 瑞浪市 H20.4.7 土地区画整理 ２級 基準点   1点
瑞浪市下益見土地区画
整理組合

中央コンサルタンツ(株)

H20.6.30 ３級 基準点   7点
４級 基準点   43点

岐阜県 海津市 H20.4.18 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 112.3k㎡ 岐阜県　　海津市 (株)パスコ

H21.3.27 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 112.3k㎡

岐阜県 養老町 H20.5.16 都市計画
地上：16

㎝
カラー撮影 172.5k㎡ 岐阜県　　養老町 中日本航空(株)

H21.3.10 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 72.1k㎡
2500 数値図修正 72.1k㎡

岐阜県 関ケ原町 H20.5.9 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 89.7k㎡ 岐阜県　　関ケ原町 朝日航洋(株)

垂井町 H21.3.24

岐阜県 北方町 H20.5.19 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 5.2k㎡ 岐阜県　　北方町 朝日航洋(株)

H21.3.25

岐阜県 各務原市 H20.4.21 総合計画
地上：16

㎝
カラー撮影 87.8k㎡ 岐阜県　　各務原市 (株)帝国建設コンサルタント

H21.3.31 1000 数値図修正 67.8k㎡
2500 数値図修正 87.8k㎡

岐阜県 中津川市 H20.7.15 固定資産 5000 カラー撮影 25.0k㎡ 岐阜県　　中津川市 （株）カナエジオマチックス
H21.3.19 10000 カラー撮影 650.0k㎡

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 20.2k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 510.0k㎡

岐阜県 瑞浪市 H20.7.16 都市計画
地上：18

㎝
カラー撮影 175.0k㎡ 岐阜県　　瑞浪市 アジア航測(株)

H21.10.29 2500 数値図修正 96.0k㎡

岐阜県 神戸町 H20.5.30 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 18.8k㎡ 岐阜県　　神戸町 (株)パスコ

H21.2.27 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.8k㎡
岐阜県 岐阜市 H20.7.18 都市計画 2500 数値図修正 41.5k㎡ 岐阜県　　岐阜市 (株)帝国建設コンサルタント

H21.3.31 10000 編　集 37.1k㎡
岐阜県 大垣市 H20.7.4 固定資産 8000 カラー撮影 159.8k㎡ 岐阜県　　大垣市 朝日航洋(株)

H21.5.31

岐阜県 美濃加茂市 H20.7.30 総合計画
地上：16

㎝
カラー撮影 74.2k㎡ 岐阜県　　美濃加茂市 中日本航空(株)

H21.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 74.2k㎡

岐阜県 関ケ原町 H20.6.27 都市計画 2500
既成図数値
化

49.4k㎡ 岐阜県　　関ケ原町 中日本航空測量(株)

H21.3.3 2500 座標変換 49.4k㎡
2500 数値図修正 12.0k㎡

岐阜県 本巣市 H20.8.1 都市計画 2500 数値図修正 41.7k㎡ 岐阜県　　本巣市 朝日航洋(株)
H21.3.25

岐阜県 岐南町 H20.7.10 都市計画 2500 座標変換 7.9k㎡ 岐阜県　　岐南町 国際航業(株)
H21.1.31 2500 数値図修正 7.9k㎡

岐阜県 飛騨市 H20.6.17 都市計画 2500 数値図修正 15.4k㎡ 岐阜県　　飛騨市 (株)パスコ
H21.1.30

岐阜県 八百津町 H20.9.10 都市計画
地上：12

㎝
カラー撮影 47.4k㎡ 岐阜県　　八百津町 中日本航空(株)

H21.3.24 1000 写真図 47.4k㎡
2500 数値図修正 12.0k㎡

岐阜県 瑞穂市 H20.9.12 固定資産 8000 カラー撮影 28.2k㎡ 岐阜県　　瑞穂市 朝日航洋(株)
H21.1.30

岐阜県 本巣市 H20.10.10 道路台帳 1000 数値図修正 10.0k㎡ 岐阜県　　本巣市 (株)帝国建設コンサルタント
H21.3.23

岐阜県 揖斐川町 H20.10.10 河川計画 ２級 基準点   5点
中部地方整備局　木曽川
上流河川事務所

(株)建設環境研究所

H20.12.15 ３級 基準点   2点

岐阜県 多治見市 H20.6.30
配水池用地測
量

３級 基準点   1点 多治見市 (株)帝国建設コンサルタント

H20.10.30

測量地域 事業量
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中部地方
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 岐阜市 H20.10.14 地盤変動調査 １級 水　準  147.0km 岐阜県 (株)帝国建設コンサルタント
瑞穂市 H21.2.27
神戸町
大垣市
安八町
輪之内町
海津市
養老町
羽島市
笠松町

岐阜県 高山市 H19.11.21 都市計画 2500 数値図化 71.0k㎡ 岐阜県　　高山市 (株)イビソク
H20.12.26 2500 数値図修正 76.0k㎡

岐阜県 各務原市 H20.7.1 都市計画 ３級 基準点   46点 各務原市 (株)帝国建設コンサルタント
H21.3.31

岐阜県 関市 H20.8.18 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 472.8k㎡ 岐阜県　　関市 国際航業(株)

H21.3.14 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 472.8k㎡
岐阜県 岐阜市 H20.9.5 道路台帳 1000 数値図化 1.2k㎡ 岐阜県　　岐阜市 アジア航測(株)

H21.3.30 500 平板・修正 5.2k㎡
1000 平板・修正 10.0k㎡
1000 座標変換 16.9k㎡

岐阜県 海津市 H20.11.17 地盤変動調査 １級 水　準  90.9km
中部地方整備局木曽川
上流河川事務所

(株)ユニオン

養老町 H21.3.16
輪之内町
安八町
大垣市
羽島市
笠松町

愛知県 一宮市
江南市
扶桑町
犬山市

岐阜県 輪之内町 H20.11.17 河川管理 ３級 水　準  60.0km
中部地方整備局木曽川
上流河川事務所

(株)イビソク

安八町 H21.3.23
大垣市
瑞穂市
神戸町

岐阜県 関市 H20.11.20 道路計画 ２級 基準点   3点 関市 大同コンサルタンツ(株)
H21.1.25 ３級 基準点   6点

岐阜県 下呂市 H20.11.30 道路台帳 １級 基準点   1点
中部地方整備局　高山国
道事務所

(株)相和コンサルタント

H21.2.10 ２級 基準点   1点
３級 基準点   9点
４級 基準点   35点

岐阜県 瑞穂市 H20.10.29 都市計画 2500 数値図修正 0.3k㎡ 岐阜県　　瑞穂市 朝日航洋(株)
H21.3.20

岐阜県 各務原市 H20.12.8 土地区画整理 ４級 基準点   30点
鵜沼駅東部土地区画整
理組合

大同コンサルタンツ(株)

H21.3.22 ３級 水　準  0.9km
岐阜県 輪之内町 H20.12.10 ほ場整備 ３級 基準点   4点 岐阜県西濃農林事務所 岐阜県土地改良事業団体連合会

H21.3.19 ４級 基準点   45点

岐阜県 恵那市 H20.12.1 土地区画整理 ３級 基準点   1点
恵那市大崎土地区画整
理組合

(株)帝国建設コンサルタント

H21.3.27 ４級 基準点   70点

岐阜県 高山市 H20.10.27 道路計画 ２級 基準点   1点
中部地方整備局高山国
道事務所

大同コンサルタンツ(株)

H20.12.25 ３級 基準点   11点

岐阜県 岐阜市 H20.12.25 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 202.9k㎡ 岐阜県　　岐阜市 アジア航測(株)

H21.2.27

岐阜県 岐阜市 H20.12.15 土地区画整理 ３級 基準点   3点
岐阜市鷺山・下土居土地
区画整理組合

(株)帝国建設コンサルタント

H21.3.13 ４級 基準点   118点

岐阜県 本巣市 H20.8.28 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 133.4k㎡ 岐阜県　　本巣市 国際航業(株)

H21.1.30 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 133.4k㎡

岐阜県 可児市 H20.11.17 総合計画
地上12

㎝
カラー撮影 87.6k㎡ 岐阜県　　可児市 国際航業(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 87.6k㎡

岐阜県 岐阜市 H20.12.25 土地区画整理 ３級 基準点   4点
岐阜市正木西部土地区
画整理組合

(株)帝国建設コンサルタント

H21.3.9 ４級 基準点   90点
岐阜県 岐阜市 H20.12.26 砂防計画 1000 航空レーザ 12.8k㎡ 岐阜県　岐阜土木事務所 中日本航空(株)

H21.3.20
岐阜県 多治見市 H21.1.13 都市計画 ２級 基準点   3点 多治見市 (株)帝国建設コンサルタント

H21.3.30 ３級 基準点   8点
４級 基準点   176点
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中部地方
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 下呂市 H20.12.8 道路計画 １級 基準点   2点 岐阜県下呂土木事務所 (株)帝国建設コンサルタント
H21.2.27

岐阜県 多治見市 H21.1.8 砂防計画 1000 航空レーザ 8.7k㎡
岐阜県　多治見土木事務
所

中日本航空(株)

H21.3.20

岐阜県 岐阜市 H21.1.30 河川計画 １級 基準点   28点
中部地方整備局木曽川
上流河川事務所

藤コンサル(株)

瑞穂市 H21.3.23 ３級 基準点   341点
大垣市
羽島市
安八町
輪之内町
海津市

岐阜県 本巣市 H21.1.7 土地区画整理 ２級 基準点   2点
本巣市高砂東部土地区
画整理組合

中央エンジニアリング(株)

H21.2.27 ４級 基準点   20点
岐阜県 美濃加茂市 H21.1.8 砂防計画 1000 航空レーザ 21.6k㎡ 岐阜県　可茂土木事務所 中日本航空(株)

H21.3.20

岐阜県 岐南町 H21.1.31 道路台帳 4000 カラー撮影 20.0k㎡
中部地方整備局　岐阜国
道事務所

朝日航洋(株)

岐阜市 H21.3.25 500 数値図化 0.4k㎡
美濃加茂市
瑞穂市
美濃市

岐阜県 関市 H21.2.27 道路計画 12500 カラー撮影 25.2k㎡
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

岐阜市 H21.3.27 10000 カラー撮影 10.0k㎡
山県市 1000 数値図化 2.1k㎡
本巣市
神戸町
大垣市
養老町

岐阜県 岐阜市 H21.3.2 土地区画整理 ３級 基準点   1点
岐阜市鷺山・下土居土地
区画整理組合

(株)帝国建設コンサルタント

H21.3.31

岐阜県 郡上市 H21.4.13 森林計画
地上：30

㎝
カラー撮影

1563.0
k㎡

岐阜県 アジア航測(株)

下呂市 H21.10.9 5000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1563.0

k㎡

岐阜県 揖斐川町 H20.8.28 砂防計画 1000 航空レーザ 300.0k㎡
中部地方整備局　越美山
系砂防事務所

朝日航洋(株)

本巣市 H21.3.16

岐阜県 養老町 H21.5.18 河川管理 ３級 水　準  86.0km
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

大垣市 H21.8.31
瑞穂市
本巣市
大野町

岐阜県 池田町 H21.5.1
固定資産評価
資料

地上画
素寸法

10㎝
数値撮影 31.7k㎡ 岐阜県　　池田町 朝日航洋(株)

H22.3.19 同時調整 31.7k㎡

岐阜県 岐阜市 H21.5.25 土地区画整理 ４級 基準点   22点
岐阜市宇佐一丁目東土
地区画整理組合

（有）小野事務所

H21.10.31

岐阜県 海津市 H21.4.13 河川計画 １級 基準点   75点
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)

大垣市 H21.12.25 ３級 基準点   175点
輪之内町
安八町
瑞穂市

岐阜県 輪之内町 H21.6.1 都市計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 22.4k㎡ 岐阜県　　輪之内町 玉野総合コンサルタント(株)

H21.10.30 2500 数値図修正 22.4k㎡
岐阜県 岐阜市 H21.6.22 下水道計画 ３級 水　準  18.9km 岐阜市 (株)帝国建設コンサルタント

H21.8.31

岐阜県 各務原市 H21.6.26

岐阜飛行場周
辺移転措置に
係る調査・測
量業務

３級 基準点   1点 東海防衛支局 (株)創信

H21.9.10 ４級 基準点   1点

岐阜県 岐阜市 H21.8.31 道路計画 1000 数値図化 2.8k㎡
中部地方整備局岐阜国
道事務所

国際航業(株)

瑞穂市 H21.11.30
本巣市
大野町
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中部地方
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 羽島市 H21.10.1
河川管理（地
盤変動調査）

１級 水　準  183.0km
中部地方整備局木曽川
下流河川事務所

三重測量(株)

輪之内町 H22.3.12
養老町
海津市

三重県 桑名市
木曽岬町

愛知県 弥富市
愛西市
稲沢市

岐阜県 下呂市 H21.10.13 総合計画 １級 基準点   15点
中部地方整備局高山国
道事務所

大日コンサルタント(株)

H22.2.26 ３級 基準点   88点
岐阜県 岐阜市 H21.9.30 地盤変動調査 １級 水　準  117.0km 岐阜県 (株)ユニオン

瑞穂市 H22.2.26
神戸町
大垣市
羽島市
安八町
輪之内町
養老町
海津市
笠松町

岐阜県 多治見市 H21.9.8 砂防計画
地上画
素寸法

18㎝
数値撮影 794.2k㎡

中部地方整備局多治見
砂防国道事務所

中日本航空(株)

土岐市 H21.12.15
中津川市

長野県 南木曽町
大桑村

岐阜県 飛騨市 H21.9.28 総合計画
地上画
素寸法
12.0㎝

数値撮影 234.0k㎡ 岐阜県　　飛騨市 国際航業(株)

H22.3.10 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 234.0k㎡

岐阜県 各務原市 H21.11.11
移転措置に係
る調査・測量

４級 基準点   5点 東海防衛支局 (株)メイホーエンジニアリング

H22.1.21
静岡県 島田市 H19.5.24 土地区画整理 ４級 基準点   23点 島田市 昭和設計(株)

H20.3.10
静岡県 菊川市 H20.4.10 地盤変動調査 １級 水　準  122.2km 静岡県 (株)新日

掛川市 H20.12.24
静岡県 御前崎市 H20.4.22 固定資産 8000 カラー撮影 65.9k㎡ 静岡県　　御前崎市 (株)フジヤマ

H21.3.19

静岡県 磐田市 H20.4.18 土地区画整理 ３級 基準点   2点
磐田市遠州豊田PA周辺
土地区画整理組合

(株)フジヤマ

H21.3.27 ４級 基準点   50点

静岡県 伊東市 H20.7.14 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)フジヤマ

H21.2.9

静岡県 熱海市 H20.7.11 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

伸東測量設計(株)

H21.3.2
静岡県 湖西市 H20.8.11 土地区画整理 ４級 基準点   61点 湖西市 昭和設計(株)

H21.3.10

静岡県 沼津市 H20.8.8 河川計画
地上：22

㎝
カラー撮影  39.6km

中部地方整備局　沼津河
川国道事務所

アジア航測(株)

伊豆の国市 H21.3.27
静岡県 裾野市 H20.7.15 都市計画 2500 数値図化 94.0k㎡ 静岡県　　裾野市 朝日航洋(株)

H21.3.31
静岡県 焼津市 H20.6.30 都市計画 2500 数値図化 11.3k㎡ 静岡県　　焼津市 国際航業(株)

H20.12.26
静岡県 菊川市 H20.8.27 土地区画整理 ４級 基準点   32点 菊川市 玉野総合コンサルタント(株)

H21.2.27

静岡県 牧之原市 H20.8.20 都市計画
地上：16

㎝
カラー撮影 111.5k㎡ 静岡県　　牧之原市 (株)フジヤマ

H21.6.30 2500 数値図化 111.5k㎡

静岡県 下田市 H20.9.12 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)ウエマツコンサルティング

H21.3.9

静岡県 函南町 H20.9.15 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 65.1k㎡ 静岡県　　函南町 (株)パスコ

H21.3.19

静岡県 小山町 H20.8.12 砂防計画 航空レーザ 447.0k㎡
中部地方整備局　富士砂
防事務所

アジア航測(株)

御殿場市 H21.2.27
長泉町
沼津市
三島市
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静岡県 富士市 H20.6.5 固定資産
地上：20

㎝
カラー撮影 217.8k㎡ 静岡県　　富士市 (株)パスコ

富士川町 H21.2.27
静岡県 富士市 H20.7.3 道路計画 ２級 基準点   3点 静岡県富士農林事務所 (株)フジヤマ

H21.2.27 ３級 基準点   2点
静岡県 焼津市 H20.8.22 土地区画整理 ３級 基準点   16点 焼津市 昭和設計(株)

H21.3.10 ４級 基準点   108点

静岡県 菊川市 H20.10.1 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 94.2k㎡ 静岡県　　菊川市 (株)パスコ

H21.3.16
静岡県 森町 H20.9.1 土地改良 ２級 基準点   2点 静岡県中遠農林事務所 静岡県土地改良事業団体連合会

H20.12.19 ３級 基準点   2点
静岡県 伊豆の国市 H20.11.4 総合計画 ３級 基準点   30点 伊豆の国市 協和コンサルタント(株)

H21.3.9
静岡県 浜松市 H20.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 静岡県西部農林事務所 静岡県土地改良事業団体連合会

H21.3.24 ３級 基準点   6点
静岡県 浜松市 H20.10.14 土地改良 ２級 基準点   1点 静岡県西部農林事務所 静岡県土地改良事業団体連合会

H21.3.24 ３級 基準点   1点
静岡県 浜松市 H20.10.14 総合計画 ３級 基準点   1点 静岡県西部農林事務所 昭和設計(株)

H21.1.20 ４級 基準点   16点
静岡県 掛川市 H20.10.29 総合計画 ３級 基準点   10点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)

H21.3.27
静岡県 掛川市 H20.10.29 総合計画 ３級 基準点   5点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)

H21.3.27
静岡県 掛川市 H20.11.11 土地区画整理 ２級 基準点   2点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)

H21.3.27 ３級 基準点   4点
静岡県 湖西市 H20.9.22 用水計画 ２級 基準点   15点 静岡県西部農林事務所 (株)フジヤマ

H20.12.25 ３級 基準点   27点
静岡県 浜松市 H20.11.4 土地改良 ２級 基準点   2点 静岡県西部農林事務所 不二総合コンサルタント(株)

H21.2.27 ３級 基準点   2点

静岡県 浜松市 H20.11.10 河川管理 ３級 水　準  29.1km
中部地方整備局　浜松河
川国道事務所

服部エンジニア(株)

磐田市 H21.1.30

静岡県 湖西市 H20.10.1 土地区画整理 ４級 基準点   23点
湖西市梅田ノナカ農住組
合

吉田測量設計(株)

H21.2.28
静岡県 沼津市 H20.10.14 地盤変動調査 １級 水　準  45.0km 静岡県県民部環境局 玉野総合コンサルタント(株)

三島市 H21.2.27
伊豆の国市
伊豆市
清水町
函南町

静岡県 掛川市 H20.12.2 総合計画
地上：16

㎝
カラー撮影 265.6k㎡ 静岡県　　掛川市 (株)パスコ

H21.9.25
静岡県 静岡市 H20.11.20 土地区画整理 ３級 基準点   4点 静岡市 （株）静岡サン設計

H20.12.26
静岡県 掛川市 H20.12.9 総合計画 １級 基準点   1点 掛川市 服部測量設計(株)

H21.2.27 ２級 基準点   2点
３級 基準点   7点

静岡県 伊豆の国市 H20.12.15 固定資産
地上：14

㎝
カラー撮影 94.7k㎡ 静岡県　　伊豆の国市 朝日航洋(株)

H21.3.27
静岡県 掛川市 H20.12.19 総合計画 ３級 基準点   1点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)

H21.2.27

静岡県 焼津市 H20.11.21 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 70.6k㎡ 静岡県　　焼津市 国際航業(株)

H21.3.13 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 70.6k㎡

静岡県 沼津市 H20.12.1 河川計画 2500 数値図修正 21.9k㎡
中部地方整備局　沼津河
川国道事務所

アジア航測(株)

清水町 H21.3.27
伊豆の国市
伊豆市

静岡県 長泉町 H21.1.7 総合計画 ２級 基準点   12点 長泉町 東静測量設計(株)
H21.3.19

静岡県 藤枝市 H20.7.28 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 194.0k㎡ 静岡県　　藤枝市 国際航業(株)

H21.3.13 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 149.3k㎡
静岡県 浜松市 H21.2.2 土地改良 ２級 基準点   1点 静岡県西部農林事務所 (株)共和コンサルタント

H21.3.19 ３級 基準点   2点
４級 基準点 0.1k㎡

静岡県 富士市 H20.8.26 土地改良 ２級 基準点   2点 静岡県富士農林事務所 静岡県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   11点

静岡県 浜松市 H21.1.22 森林計画 5000 編　集 540.0k㎡ 静岡県 (株)パスコ
磐田市 H21.3.25
袋井市
伊豆市
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静岡県 長泉町 H21.2.3 道路台帳 4000 カラー撮影 6.7k㎡
中部地方整備局　静岡国
道事務所

三和航測(株)

御殿場市 H21.3.30 空　三   76Ｍ
富士市 500 数値図化 1.9k㎡
静岡市

静岡県 沼津市 H20.11.10 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 187.1k㎡ 静岡県　　沼津市 国際航業(株)

H21.4.30 航空レーザ 187.1k㎡
静岡県 牧之原市 H20.10.15 ほ場整備 ２級 基準点   4点 静岡県 (株)フジヤマ

H21.1.30 ３級 基準点   6点
静岡県 浜松市 H20.10.10 総合計画 ２級 基準点   1点 浜松市 不二総合コンサルタント(株)

H20.10.30

静岡県 静岡市 H21.3.20 砂防計画 1000 航空レーザ 374.0k㎡
中部地方整備局静岡河
川事務所

アジア航測(株)

H21.11.20
静岡県 熱海市 H21.4.1 総合計画 ３級 基準点   1点 静岡県　　熱海市 静岡コンサルタント(株)

H21.4.30

静岡県 富士市 H21.4.30
総合計画（基
準点復旧）

３級 基準点   4点 　富士市 (株)富士測量事務所

H21.8.31

静岡県 沼津市 H21.4.1 砂防計画 1000 航空レーザ 910.0k㎡
中部地方整備局沼津河
川国道事務所

中日本航空(株)

熱海市 H22.1.26
三島市
伊東市
御殿場市
下田市
裾野市
伊豆市
伊豆の国市
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
小山町

神奈川県 箱根町
静岡県 浜松市 H21.5.1 総合計画 ２級 基準点   1点 浜松市 不二総合コンサルタント(株)

H21.5.29 ３級 基準点   1点
静岡県 清水町 H21.4.20 都市計画 2500 数値図修正 8.8k㎡ 静岡県　　清水町 朝日航洋(株)

H21.12.28
静岡県 島田市 H21.4.20 ほ場整備 ２級 基準点   3点 島田市 （株）ＦＢＪコンサルタント

H21.6.30 ３級 基準点   5点
４級 基準点   28点

静岡県 島田市 H21.6.15 道路計画 ４級 水　準  5.0km 島田市 大鐘測量設計(株)
H21.7.31

静岡県 浜松市 H21.6.1 土地区画整理 ２級 基準点   10点
浜松市堀出前土地区画
整理組合

不二総合コンサルタント(株)

H21.12.25 ３級 基準点   11点
４級 基準点   222点

静岡県 富士宮市 H21.6.29 地籍調査 街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)日研コンサル

H22.1.20

静岡県 掛川市 H21.6.29 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

(株)フジヤマ

H21.12.21

静岡県 掛川市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

不二総合コンサルタント(株)

H22.1.12
静岡県 掛川市 H21.7.13 総合計画 ３級 基準点   4点 掛川市 大鐘測量設計(株)

H22.2.26

静岡県 沼津市 H21.3.7 砂防計画 1000 航空レーザ 300.0k㎡
中部地方整備局沼津河
川国道事務所

国際航業(株)

伊東市 H21.7.31
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 300.0k㎡

伊豆市
伊豆の国市
東伊豆町
河津町
西伊豆町

静岡県 伊豆の国市 H21.7.21 総合計画 １級 基準点   3点 伊豆の国市 協和コンサルタント(株)
H22.3.12 ２級 基準点   6点

静岡県 島田市 H21.7.6 水路改修計画 ２級 基準点   2点
関東農政局大井川用水
農業水利事業所

大鐘測量設計(株)

H21.10.23 ４級 基準点   7点

－202－



中部地方
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 島田市 H21.7.21
水路改修計画
（路線測量そ
の１）

３級 基準点   13点
関東農政局大井川用水
農業水利事業所

(株)サトー技建

H21.11.11 ４級 基準点   42点

静岡県 吉田町 H21.7.21
水路改修計画
（路線測量そ
の２）

３級 基準点   17点
関東農政局大井川用水
農業水利事業所

(株)グリーン

H21.11.25 ４級 基準点   52点

静岡県 吉田町 H21.7.21
水路改修計画
（路線測量そ
の３）

３級 基準点   15点
関東農政局大井川用水
農業水利事業所

(株)サトー技建

H21.11.24 ４級 基準点   54点
静岡県 掛川市 H21.8.1 総合計画 ３級 基準点   8点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)

H21.9.30

静岡県 静岡市 H21.6.22
港湾施設の構
築・維持管理

２級 基準点   13点
中部地方整備局清水港
湾事務所

国際航業(株)

H21.10.30 ３級 基準点   5点
２級 水　準  31.1km

静岡県 伊豆の国市 H21.8.16 総合計画 ３級 基準点   2点 伊豆の国市 協和コンサルタント(株)
H21.10.10

静岡県 浜松市 H21.3.31 河川台帳 2500 編　集 10.3k㎡
中部地方整備局浜松河
川国道事務所

中日本航空(株)

磐田市 H21.12.25 2500
既成図数値
化

7.7k㎡

掛川市 5000 編　集 10.3k㎡

菊川市 5000
既成図数値
化

152.6k㎡

島田市 1000
既成図数値
化

21.9k㎡

御前崎市
愛知県 設楽町

東栄町
豊根村

静岡県 焼津市 H21.6.11 都市計画 2500 数値図化 2.8k㎡ 静岡県　　焼津市 国際航業(株)
H21.12.21 2500 数値図修正 24.5k㎡

2500 座標変換 24.5k㎡

静岡県 伊豆の国市 H21.9.18 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
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)

H22.3.3

静岡県 島田市 H21.9.10 道路計画 ２級 基準点   2点 島田市 (株)ＦＢＪコンサルタント

H21.12.18 ３級 基準点   1点
静岡県 芝川町 H21.7.10 土地改良 ３級 基準点   8点 静岡県富士農林事務所 静岡県土地改良事業団体連合会

H22.3.31
静岡県 牧之原市 H21.10.1 ほ場整備 ２級 基準点   1点 静岡県 (株)フジヤマ

H22.1.22 ３級 基準点   2点
４級 基準点 0.1k㎡

静岡県 菊川市 H21.9.15 総合計画 ２級 基準点   1点 菊川市 服部エンジニア(株)
H21.11.30 ３級 基準点   1点

静岡県 浜松市 H21.10.1 用地測量 ３級 基準点   3点 南関東防衛局 不二総合コンサルタント(株)
H21.12.10 ４級 基準点   8点

静岡県 伊豆の国市 H21.10.19 総合計画 ３級 基準点   3点 伊豆の国市 協和コンサルタント(株)
H22.3.12

静岡県 掛川市 H21.10.30 総合計画 ２級 基準点   2点 掛川市 不二総合コンサルタント(株)
H21.11.30 ３級 標高補正   16点

静岡県 磐田市 H21.11.20 土地区画整理 ２級 基準点   3点 磐田市 玉野総合コンサルタント(株)
H22.1.20

静岡県 浜松市 H21.11.18 都市計画 4000 カラー撮影 24.3k㎡ 静岡県　　浜松市 (株)フジヤマ
H22.3.10

愛知県 安城市 H14.8.6 土地区画整理 １級 基準点   3点 愛知県　　安城市 玉野総合コンサルタント(株)

H15.4.10
２級 基準点   6点
３級 基準点   37点

愛知県 名古屋市 H17.2.9 土地区画整理 ２級 基準点   7点
名古屋市清水山土地区
画整理組合

（株）愛知県土地区画綜合事務所

H18.12.20 ３級 基準点   16点
４級 基準点   250点
500 地上数値法 0.8k㎡

愛知県 名古屋市 H19.3.5 土地区画整理 ３級 基準点   2点
名古屋市桶狭間中部土
地区画整理組合

（株）愛知土地区画整理綜合事務所

H20.6.30 ４級 基準点 0.2k㎡

愛知県 一色町 H19.4.28
工業用地基盤
整備

２級 基準点   2点 一色町 中央コンサルタンツ(株)

H19.5.31 ３級 基準点   3点
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中部地方
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 H19.10.16 地盤変動調査 １級 水　準  105.0km 名古屋港管理組合 (株)中部テック
飛島村 H20.3.7
名古屋市
東海市
知多市

愛知県 西尾市 H19.6.26
農業集落排水
事業

２級 基準点   2点 西尾市 愛知県土地改良事業団体連合会

H20.3.10 ３級 基準点   13点
４級 基準点   100点

愛知県 名古屋市 H19.10.1 砂防計画 2500 数値図化 2.5k㎡ 愛知県　尾張建設事務所 中日本航空(株)
小牧市 H20.2.28
春日井市
瀬戸市

愛知県 豊川市 H20.2.20 都市計画 1000 数値図化 8.3k㎡ 愛知県　　豊川市 アジア航測(株)
H20.12.31 2500 数値図化 40.1k㎡

愛知県 知立市 H20.4.14 固定資産
地上：8

㎝
カラー撮影 16.3k㎡ 愛知県　　知立市 (株)パスコ

H21.3.31 500 写真図 16.3k㎡

愛知県 日進市 H20.4.25 固定資産
地上：8

㎝
カラー撮影 34.9k㎡ 愛知県　　日進市 (株)パスコ

H21.3.31
愛知県 名古屋市 H20.5.12 道路台帳 500 平　板  19.2km 愛知県　名古屋市 (株)協同コンサルタント

H21.1.31 藤コンサル(株)
東栄測量設計(株)

愛知県 豊橋市 H20.5.16 都市計画
地上：15

㎝
カラー撮影 261.3k㎡ 愛知県　　豊橋市 朝日航洋(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 261.3k㎡
2500 数値図修正 261.3k㎡

愛知県 春日町 H20.6.4 土地区画整理 ３級 基準点   9点 春日町 中央コンサルタンツ(株)
H20.10.31 ４級 基準点   111点

愛知県 武豊町 H20.6.1 都市計画 1000 数値図修正 24.2k㎡ 愛知県　　武豊町 中日本航空測量(株)
H21.3.10 簡級 水　準  20.0km

愛知県 豊橋市 H20.6.25 土地改良 ２級 基準点   6点 高豊土地改良区 愛知県土地改良事業団体連合会
H21.2.25 ３級 基準点   25点

４級 基準点 1.0k㎡

愛知県 設楽町 H20.6.9 ダム計画 ３級 基準点   5点
中部地方整備局　設楽ダ
ム工事事務所

中部復建(株)

H20.9.30 ４級 基準点   132点
500 平　板 0.2k㎡

愛知県 甚目寺町 H20.5.20
不動産登記法
第14条第１項
地図作成

４級 基準点   53点 法務省名古屋法務局 （株）中部測量登記サービス

H21.3.31
愛知県 三好町 H20.5.16 都市計画 2500 数値図修正 32.1k㎡ 愛知県　　三好町 (株)パスコ

H21.3.27

愛知県 常滑市 H20.6.25 土地区画整理 ３級 基準点   6点
常滑金山土地区画整理
組合

(株)新日

H21.3.31 ４級 基準点   125点

愛知県 春日井市 H20.5.19 土地区画整理 ４級 基準点 0.1k㎡
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)

H21.3.20

愛知県 弥富市 H20.6.20
農業集落排水
事業

２級 基準点   6点 弥富市 愛知県土地改良事業団体連合会

H21.3.10 ３級 基準点   25点
４級 基準点   350点

愛知県  H20.8.1 地盤変動調査 １級 水　準  467.0km 愛知県 (株)飯沼コンサルタント
H21.2.27 (株)新日

愛知県 豊田市 H20.7.14 砂防計画 ２級 基準点   1点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)中部テック

H21.2.27
愛知県 西尾市 H20.7.17 土地区画整理 ３級 基準点   3点 西尾市 信栄測量設計(株)

H21.3.17 ４級 基準点   35点
500 平　板 0.1k㎡

愛知県 尾張旭市 H20.6.17 固定資産
地上：5

㎝
カラー撮影 21.0k㎡ 愛知県　　尾張旭市 (株)パスコ

H21.3.31 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 21.0k㎡
愛知県 豊橋市 H20.8.11 道路計画 ２級 基準点   2点 豊橋市 東海土地開発(有)

H21.2.27 ３級 基準点   3点
４級 基準点   11点

愛知県 豊橋市 H20.8.1 河川管理 ２級 基準点   2点 豊橋市 (有)今泉調査測量事務所
H21.2.27 ３級 基準点   3点

愛知県 常滑市 H20.8.11 土地区画整理 ２級 基準点   2点
常滑多屋土地区画整理
組合

愛知県経済農業協同組合連合会

H20.10.31 ３級 基準点   5点
４級 基準点   160点
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愛知県 豊田市 H20.5.22 総合計画 2500 その他
1123.0

k㎡
愛知県 玉野総合コンサルタント(株)

半田市 H21.3.10
知多市
安城市
阿久比町

愛知県 豊田市 H20.7.19
工業団地造成
計画

２級 基準点   3点 豊田市 (株)朝日設計事務所

H21.3.16 ３級 基準点   3点
４級 基準点   90点

愛知県 日進市 H20.8.15 基準点復旧 ３級 基準点   1点 日進市 (株)パスコ
H20.9.19

愛知県 豊橋市 H20.8.20 道路計画 ４級 基準点   4点 豊橋市 (株)東海コンサルタンツ
H20.10.31

愛知県 三好町 H20.8.20 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 32.1k㎡ 愛知県　　三好町 (株)パスコ

H21.3.24
愛知県 豊田市 H20.8.25 公園計画 ２級 基準点   2点 豊田市 (有)西尾測量

H21.2.27 ３級 基準点   8点

愛知県 北名古屋市 H20.9.1 土地区画整理 ４級 基準点   47点
西春鍜冶ケ一色土地区
画整理組合

中央コンサルタンツ(株)

H21.3.13

愛知県 春日井市 H20.8.29 都市計画
地上：8

㎝
カラー撮影 92.7k㎡ 愛知県　　春日井市 玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.19 1000 数値図修正 84.1k㎡
2500 編　集 92.7k㎡

愛知県 小牧市 H20.7.31 総合計画 ３級 基準点   3点 小牧市 (株)石田技術コンサルタンツ
H21.3.25 ４級 基準点 0.5k㎡

愛知県 設楽町 H20.9.8 改築工事 １級 基準点   3点
愛知県新城設楽建設事
務所

中央コンサルタンツ(株)

H20.11.30 ２級 基準点   2点
３級 基準点   2点

愛知県 犬山市 H20.9.1 砂防計画 2500 数値図化 0.2k㎡ 愛知県　一宮建設事務所 中日本航空(株)
H20.12.19

愛知県 高浜市 H20.8.29 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 13.0k㎡ 愛知県　　高浜市 (株)パスコ

H21.3.25
地上：16

㎝
空　三 13.0k㎡

愛知県 名古屋市 H20.9.15 砂防計画 2500 数値図化 3.9k㎡ 愛知県　尾張建設事務所 中日本航空(株)
小牧市 H21.2.28

静岡県 春日井市
瀬戸市

愛知県 名古屋市 H20.9.24 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 新晃コンサルタント(株)

H21.3.20
愛知県 名古屋市 H20.10.10 地盤変動調査 １級 水　準  105.0km 名古屋港管理組合 三協調査設計(株)

東海市 H21.3.6
知多市
飛島村

愛知県 名古屋市 H20.10.31 地盤変動調査 １級 水　準  240.0km 名古屋市 玉野総合コンサルタント(株)
H21.3.6

愛知県 春日町 H20.9.12 都市計画 2500 数値図修正 4.0k㎡ 愛知県　　春日町 (株)パスコ
H21.3.19

愛知県 設楽町 H20.7.2 砂防計画 2500 数値図化 1.0k㎡
愛知県　新城設楽建設事
務所

（株）カナエジオマチックス

H21.2.28

愛知県 豊根村 H20.8.7 砂防計画 2500 数値図化 1.9k㎡
愛知県　新城設楽建設事
務所

(株)パスコ

東栄町 H21.2.28
愛知県 名古屋市 H20.10.15 道路台帳 500 平　板 6.2k㎡ 名古屋市 (株)朝日設計事務所

H21.3.19

愛知県 名古屋市 H20.7.30 土地区画整理 ３級 基準点   9点
名古屋市下志段味特定
土地区画整理組合

(株)大増コンサルタンツ

H21.3.16

愛知県 刈谷市 H20.11.1 固定資産
地上：9

㎝
数値撮影 50.5k㎡ 愛知県　　刈谷市 朝日航洋(株)

H21.3.13

愛知県 名古屋市 H20.10.14 土地区画整理 ２級 基準点   4点
名古屋市上志段味特定
土地区画整理組合

敷島測量設計(株)

H20.10.31 ３級 基準点   19点

愛知県 名古屋市 H20.8.22 土地区画整理 ２級 基準点   4点
名古屋市中志段味特定
土地区画整理組合

(株)大増コンサルタンツ

H21.3.20 ３級 基準点   46点
愛知県 豊橋市 H20.10.27 河川管理 ２級 基準点   2点 豊橋市 (株)葵設計事務所

H20.12.26

愛知県 名古屋市 H20.10.27 地盤変動調査 １級 水　準  16.1km
中部地方整備局庄内川
河川事務所

(株)GIS中部

大治町 H21.2.27
清須市
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愛知県 弥富市 H20.10.8
河川管理（地
盤変動調査）

１級 水　準  184.0km
中部地方整備局木曽川
下流河川事務所

中部復建(株)

愛西市 H21.3.13
稲沢市

岐阜県 羽島市
輪之内町
海津市

三重県 桑名市
木曽岬町

愛知県 名古屋市 H20.10.27 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 (株)サンキ
H20.12.22

愛知県 新城市 H20.8.2 砂防計画 2500 数値図化 0.6k㎡
愛知県　新城設楽建設事
務所

国際航業(株)

H21.2.28
愛知県 長久手町 H20.10.1 土地区画整理 ４級 基準点   30点 長久手町 玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.25 ３級 水　準  1.5km

愛知県 美浜町 H20.11.4 土地改良 ２級 基準点   5点
愛知県知多農林水産事
務所

愛知県土地改良事業団体連合会

H21.3.10 ３級 基準点   18点
４級 基準点 0.6k㎡

愛知県 名古屋市 H20.11.7 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 三協調査設計(株)
H20.12.25

愛知県 田原市 H20.11.1 都市計画 １級 基準点   3点 田原市 栄土地測量設計(株)
H21.2.27

愛知県 江南市 H20.10.18 道路台帳 1000 平板・修正  17.7km 愛知県　　江南市 アジア航測(株)

H21.3.18 1000
既成図数値
化

 212.6km

愛知県 豊田市 H20.9.26 砂防計画 ２級 基準点   1点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)アスコ

H21.2.27 ３級 基準点   2点
愛知県 犬山市 H20.10.1 道路台帳 1000 平板・修正 0.3k㎡ 愛知県　　犬山市 アジア航測(株)

H21.3.19
愛知県 吉良町 H20.10.14 道路台帳 1000 平板・修正  7.1km 愛知県　　吉良町 中日本航空測量(株)

H21.3.3 1000
既成図数値
化

0.6k㎡

1000 数値図修正 0.2k㎡

愛知県 一宮市 H20.12.1 固定資産
地上：12

㎝
カラー撮影 113.9k㎡ 愛知県　　一宮市 アジア航測(株)

H21.10.31

愛知県 新城市 H20.7.2 砂防計画 2500 数値図化 0.8k㎡
愛知県　新城設楽建設事
務所

アジア航測(株)

H21.2.28

愛知県 安城市 H20.12.1 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 86.0k㎡ 愛知県　　安城市 アジア航測(株)

H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 86.0k㎡

愛知県 豊田市 H20.11.1 砂防計画 ２級 基準点   3点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)帝国建設コンサルタント

H21.2.27

愛知県 幸田町 H20.11.25 土地区画整理 ２級 基準点   2点
幸田相見特定土地区画
整理組合

(株)オオバ

H21.3.27 ３級 基準点   13点

愛知県 名古屋市 H20.11.25 道路台帳 500 平　板  10.2km 愛知県　　名古屋市 柴山コンサルタント(株)

H21.3.31 藤コンサル(株)

愛知県 豊田市 H20.11.25 砂防計画 １級 基準点   1点
愛知県豊田加茂建設事
務所

サンコーコンサルタント(株)

H21.2.27 ３級 基準点   2点
４級 基準点   38点

愛知県 甚目寺町 H20.11.5 道路台帳 1000 平板・修正  2.7km 愛知県　　甚目寺町 アジア航測(株)

H21.3.19 1000
既成図数値
化

 76.5km

愛知県 岡崎市 H20.12.1 固定資産 8000 カラー撮影 387.2k㎡ 愛知県　　岡崎市 アジア航測(株)
H21.3.10

愛知県 三好町 H20.10.31 道路台帳 500
既成図数値
化

69.7k㎡ 愛知県　　三好町 アジア航測(株)

H21.3.13 500 平板・修正 18.7k㎡
愛知県 小牧市 H20.12.1 固定資産 8000 カラー撮影 62.8k㎡ 愛知県　　小牧市 朝日航洋(株)

H21.3.31
愛知県 七宝町 H20.10.8 固定資産 8000 カラー撮影 8.3k㎡ 愛知県　　七宝町 （株）カナエジオマチックス

H21.3.23 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.3k㎡
愛知県 甚目寺町 H20.11.5 固定資産 8000 カラー撮影 9.3k㎡ 愛知県　　甚目寺町 （株）カナエジオマチックス

H21.1.30 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.3k㎡
愛知県 知多市 H20.10.25 道路台帳 1000 平板・修正 0.1k㎡ 愛知県　　知多市 アジア航測(株)

H21.3.25
愛知県 東浦町 H20.11.6 道路台帳 1000 平板・修正  12.0km 愛知県　　東浦町 アジア航測(株)

H21.3.15
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愛知県 日進市 H20.11.5 土地区画整理 ２級 基準点   3点
日進竹の山南部特定土
地区画整理組合

玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.31 ３級 基準点   26点
４級 基準点   451点

愛知県 稲沢市 H20.10.14 総合計画 5000 カラー撮影 79.3k㎡ 愛知県　　稲沢市 (株)みちのく計画
H21.3.9 (株)パスコ

愛知県 長久手町 H20.12.15 総合計画
地上：15

㎝
カラー撮影 4.8k㎡

愛知県　尾張建設事務所
名古屋東部丘陵工事事
務所

朝日航洋(株)

H21.3.19

愛知県 東郷町 H20.12.15 固定資産
地上：14

㎝
カラー撮影 18.0k㎡ 愛知県　　東郷町 (株)ウエスコ

H21.1.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.0k㎡

愛知県 豊田市 H20.12.22 砂防計画 １級 基準点   2点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)葵設計事務所

H21.2.27

愛知県 豊田市 H20.12.10 道路計画 ３級 基準点   13点
中部地方整備局名四国
道事務所

東武計画(株)

H21.3.19 ４級 基準点   43点
３級 水　準  6.0km

路　線  3.4km

愛知県 田原市 H20.12.20 土地改良 ２級 基準点   9点
愛知県東三河農林水産
事務所

愛知県土地改良事業団体連合会

H21.2.28 ３級 基準点   38点
４級 基準点 1.4k㎡

愛知県 刈谷市 H20.7.22 都市計画 2500 編　集 50.5k㎡ 愛知県　　刈谷市 アジア航測(株)
H21.3.19 2500 数値図修正 0.1k㎡

愛知県 豊田市 H20.12.27 道路計画 4000 カラー撮影 4.0k㎡
中部地方整備局　名四国
道事務所

(株)協同測量社

H21.3.27 空　三   18Ｍ
500 数値図化 0.5k㎡

愛知県 知立市 H20.12.10 河川計画 ３級 基準点   10点 愛知県知立建設事務所 柴山コンサルタント(株)
刈谷市 H21.3.19

愛知県 豊橋市 H21.1.12 道路計画 ２級 基準点   2点 豊橋市 (株)豊橋コンサルタント

H21.2.16 ４級 基準点   40点

愛知県 豊田市 H20.10.31 砂防計画 ２級 基準点   3点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)間瀬コンサルタント

H21.3.19 ３級 基準点   4点
４級 基準点   119点

愛知県 大府市 H20.12.3 道路台帳 1000 平板・修正  3.3km 愛知県　　大府市 アジア航測(株)
H21.3.25

愛知県 知立市 H20.12.25 総合計画 15000 カラー撮影 48.0k㎡ 愛知県　知立建設事務所 中日本建設コンサルタント(株)
H21.2.28

愛知県 犬山市 H20.9.19 都市計画 2500 数値図修正 35.1k㎡ 愛知県　　犬山市 国際航業(株)
H21.3.19

愛知県 設楽町 H21.1.13 砂防計画 １級 基準点   2点
愛知県新城設楽建設事
務所

中央コンサルタンツ(株)

H21.2.28 ３級 基準点   2点
４級 基準点   22点

愛知県 日進市 H21.1.15 土地区画整理 ３級 基準点   8点
日進米野木駅前特定土
地区画整理組合

中央コンサルタンツ(株)

H21.3.20 ４級 基準点   104点

愛知県 大府市 H21.1.1 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 33.7k㎡ 愛知県　　大府市 アジア航測(株)

H21.3.25
愛知県 名古屋市 H21.1.15 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 三協調査設計(株)

H21.3.15

愛知県 豊川市 H21.1.26

大規模地震対
策西部併設水
路御油工区用
地測量

３級 基準点   2点
独立行政法人水資源機
構豊川用水総合事業部

南海カツマ（株）

H21.2.25
愛知県 名古屋市 H21.1.16 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 藤コンサル(株)

H21.3.15
愛知県 瀬戸市 H20.12.17 道路台帳 500 平板・修正 0.4k㎡ 愛知県　　瀬戸市 アジア航測(株)

H21.3.19

愛知県 春日井市 H21.1.5 土地区画整理 ３級 基準点   7点
春日井南気噴土地区画
整理組合

玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.31 ４級 基準点   207点
愛知県 大府市 H21.1.20 土地区画整理 ３級 基準点   6点 大府市 玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.27 ４級 基準点   115点

愛知県 豊田市 H20.12.19 砂防計画 ２級 基準点   1点
愛知県豊田加茂建設事
務所

協和調査設計(株)

H21.3.19 ３級 基準点   4点
愛知県 安城市 H21.1.14 道路台帳 1000 平板・修正 0.5k㎡ 愛知県　　安城市 アジア航測(株)

H21.3.25
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愛知県 豊田市 H21.2.2 河川管理 ２級 基準点   4点
愛知県豊田加茂建設事
務所

(株)葵設計事務所

H21.3.19
愛知県 日進市 H20.12.11 総合計画 ３級 基準点   2点 日進市 (株)パスコ

H21.2.20

愛知県 稲沢市 H21.1.30 土地区画整理 500 座標変換 0.4k㎡
独立行政法人都市再生
機構　中部支社

(株)朝日設計事務所

H21.3.22
愛知県 小牧市 H20.12.26 道路台帳 500 平板・修正  21.2km 愛知県　　小牧市 アジア航測(株)

H21.3.27
愛知県 稲沢市 H21.1.30 土地区画整理 ２級 基準点   7点 稲沢市 (株)朝日設計事務所

H21.3.22 ３級 基準点   24点
４級 基準点   327点

愛知県 設楽町 H21.2.2 道路計画 １級 基準点   26点
愛知県新城設楽建設事
務所

(株)東三設計

H21.3.30 ２級 基準点   17点 (有)今泉調査測量事務所
中央コンサルタンツ(株)
(株)豊橋コンサルタント
司開発(株)
(株)アイエスシイ
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)
(株)朝日設計事務所
中部復建(株)
設楽測量設計(株)

愛知県 名古屋市 H21.1.23 総合計画 8000 カラー撮影   206点 愛知県　尾張建設事務所 中日本航空(株)
日進市 H21.3.24 1000 写真図   189点
尾張旭市
春日井市
小牧市
犬山市
北名古屋
岩倉市
大口町

愛知県 碧南市 H20.12.27 道路台帳 500 平板・修正  5.0km 愛知県　　碧南市 アジア航測(株)
H21.3.27

愛知県 岡崎市 H21.1.10 道路計画 1000 数値図化 0.6k㎡
愛知県　西三河建設事務
所

中日本航空(株)

H21.3.19
愛知県 豊橋市 H21.2.6 総合計画 ２級 基準点   1点 豊橋市 トリイ測量（有）

H21.3.20 ３級 基準点   6点

愛知県 豊田市 H20.11.28 砂防計画 ２級 基準点   2点
愛知県豊田加茂建設事
務所

朝日航洋(株)

H21.3.19

愛知県 名古屋市 H21.2.16 道路管理 ３級 基準点   33点
中部地方整備局名古屋
国道事務所

(株)パスコ

春日井市 H21.3.25 ４級 基準点   427点
小牧市 ３級 水　準  10.8km

愛知県 小牧市 H21.2.16 土地区画整理 ３級 基準点   2点 小牧市 愛知県経済農業協同組合連合会
H21.3.25 ４級 基準点   38点

愛知県 豊田市 H21.2.16 道路計画 ２級 基準点   2点
愛知県豊田加茂建設事
務所

中央コンサルタンツ(株)

H21.3.19
愛知県 刈谷市 H21.2.2 道路台帳 500 平板・修正 1.5k㎡ 愛知県　　刈谷市 アジア航測(株)

H21.3.27
愛知県 西尾市 H21.2.19 道路台帳 1000 平板・修正 0.6k㎡ 愛知県　　西尾市 中日本航空測量(株)

H21.3.18 1000
既成図数値
化

1.2k㎡

愛知県 常滑市 H21.2.17 道路台帳 1000 数値図修正 0.1k㎡ 愛知県　　常滑市 中日本航空測量(株)
H21.2.27

愛知県 刈谷市 H21.1.15 総合計画 15000 カラー撮影 65.0k㎡ 愛知県　衣浦港務所 中日本航空(株)
高浜市 H21.3.19
碧南市

愛知県 東海市 H21.1.13 道路台帳 500 平板・修正  8.8km 愛知県　　東海市 アジア航測(株)
H21.3.31

愛知県 岡崎市 H21.1.22 砂防計画 空　三   747Ｍ
愛知県　西三河建設事務
所

中日本航空(株)

H21.3.19 1000 数値図化 1.7k㎡
愛知県 安城市 H21.1.16 道路計画 ２級 基準点   1点 愛知県知立建設事務所 (株)愛河調査設計

H21.3.19 ３級 基準点   3点
愛知県 刈谷市 H21.1.23 防災対策 ３級 基準点   2点 愛知県知立建設事務所 アローコンサルタント(株)

H21.3.19
愛知県 刈谷市 H21.2.9 総合計画 ３級 基準点   2点 愛知県　　刈谷市 (株)中部テック

H21.3.30

愛知県 吉良町 H21.2.5 砂防計画 空　三   605Ｍ
愛知県　西三河建設事務
所

中日本航空(株)

H21.3.19 1000 数値図化 0.4k㎡
愛知県 日進市 H21.2.17 総合計画 ３級 基準点   2点 愛知県　　日進市 (株)パスコ

H21.3.25

－208－



中部地方
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 H20.10.15 砂防計画 2500 数値図化 3.6k㎡
愛知県　東三河建設事務
所

アジア航測(株)

豊橋市 H21.3.19
蒲郡市
田原市

愛知県 刈谷市 H21.3.9 総合計画 ３級 基準点   1点 愛知県　　刈谷市 藤コンサル(株)
H21.3.31

愛知県 名古屋市 H21.3.5 都市計画 ２級 基準点   1点 愛知県　　名古屋市 新晃コンサルタント(株)

H21.3.31
愛知県 東郷町 H21.3.16 道路計画 ２級 基準点   1点 愛知県　　東郷町 (株)名邦テクノ

H21.3.27 ３級 基準点   2点
愛知県 刈谷市 H21.3.23 総合計画 ２級 基準点   2点 刈谷市 司開発(株)

H21.3.31 ３級 基準点   1点

愛知県 東海市 H20.10.7 都市計画
地上：8

㎝
カラー撮影  7.2km 愛知県　知多建設事務所 (株)パスコ

半田市 H21.1.30
地上：16

㎝
カラー撮影  7.7km

愛知県 碧南市 H20.9.29 土地区画整理 ２級 基準点   2点
碧南下山第二土地区画
整理組合

玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.27 ３級 基準点   8点
４級 基準点   154点
３級 水　準  4.0km

愛知県 清須市 H20.10.28 道路計画 ３級 基準点   1点
中部地方整備局愛知国
道事務所

中日本航空(株)

名古屋市 H21.2.20 ４級 基準点   95点
３級 水　準  2.9km

愛知県 大治町 H20.12.5 道路計画 ３級 基準点   4点
中部地方整備局愛知国
道事務所

内外エンジニアリング(株)

甚目寺町 H21.2.20 ４級 基準点   131点
清須市 ３級 水　準  3.8km

愛知県 豊川市 H20.11.10 土地改良 ２級 基準点   4点
愛知県東三河農林水産
事務所

愛知県土地改良事業団体連合会

H21.3.12 ３級 基準点   8点
４級 基準点 0.2k㎡

愛知県 岡崎市 H21.2.19 道路管理 ３級 基準点   40点
中部地方整備局名古屋
国道事務所

国際航業(株)

豊田市 H21.3.25 ４級 基準点   146点
知立市 ３級 水　準  8.6km

愛知県 名古屋市 H21.4.3 都市計画 ２級 基準点   1点 愛知県　　名古屋市 (株)神田設計
H21.5.29

愛知県 名古屋市 H21.3.13 河川管理 1000 数値図化 3.0k㎡ 愛知県　尾張建設事務所 中日本航空(株)
東海市 H21.4.30

愛知県 阿久比町 H21.4.7 土地区画整理 ２級 基準点   4点 名古屋鉄道株式会社 (株)オオバ
H21.6.30 ３級 基準点   4点

４級 基準点   58点
500 地上数値法 0.3k㎡

1000 地上数値法 0.3k㎡

愛知県 豊田市 H21.4.6 土地区画整理 ２級 基準点   1点
豊田浄水特定土地区画
整理組合

(株)オオバ

H21.9.30 ３級 基準点   4点

愛知県 豊橋市 H21.5.18 河川管理 ２級 基準点   10点
中部地方整備局豊橋河
川事務所

(株)東三設計

小坂井町 H21.6.30 ３級 基準点   82点

愛知県 碧南市 H21.5.18 河川管理 １級 基準点   3点
中部地方整備局豊橋河
川事務所

(株)中測技研

岡崎市 H21.7.31 ２級 基準点   9点
３級 基準点   67点

愛知県 武豊町 H21.5.20 都市計画 2500 編　集 25.8k㎡ 愛知県　　武豊町 中日本航空測量(株)
H22.3.10

愛知県 大口町 H21.6.10 河川管理 ３級 基準点   1点 愛知県一宮建設事務所 尾関測量
H21.7.31

愛知県 美和町 H21.6.22 道路計画 ４級 基準点   21点 美和町 中央コンサルタンツ(株)
H21.7.31

愛知県 一色町 H21.6.22
工業用地基盤
整備

３級 基準点   2点 一色町 中央コンサルタンツ(株)

H21.12.25 ４級 基準点   23点
愛知県 幸田町 H21.7.10 土地区画整理 ２級 基準点   1点 幸田町 リード測量設計（有）

H21.10.30 ３級 基準点   3点

愛知県 大府市 H21.6.30 造成事業 ２級 基準点   1点
愛知県衣浦港工事事務
所

ナカシャクリエイテブ(株)

H21.8.21 ３級 基準点   2点
４級 基準点   77点
３級 水　準  4.0km

愛知県 豊田市 H21.6.12 道路台帳 500 数値図化 0.7k㎡
中部地方整備局名四国
道事務所

(株)中測技研

H22.1.29
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愛知県 蒲郡市 H21.6.12 道路計画 路　線  5.6km
中部地方整備局名四国
道事務所

(株)東海コンサルタンツ

豊川市 H21.12.18
愛知県 日進市 H21.7.29 総合計画 １級 基準点   1点 日進市 (株)パスコ

H21.8.31

愛知県 西尾市 H21.8.25 土地改良 ２級 基準点   4点
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

H22.3.10
愛知県 犬山市 H21.7.23 道路計画 ２級 基準点   1点 犬山市 新栄測量設計（株）

H21.8.31

愛知県 豊橋市 H21.7.29 都市計画 ４級 基準点   3点 豊橋市 (株)豊橋コンサルタント

H22.2.28

愛知県 田原市 H21.8.19 都市計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 188.8k㎡ 愛知県　　田原市 (株)パスコ

H22.2.26 同時調整 188.8k㎡

愛知県 田原市 H21.7.7 地震対策 5000 カラー撮影 1.9k㎡
独立行政法人水資源機
構豊川用水総合事業部

アジア航測(株)

H21.11.18 500 数値図化 0.7k㎡
３級 基準点   6点
３級 水　準  5.7km

愛知県 名古屋市 H21.9.17 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 (株)神田設計
H21.9.30

愛知県 長久手町 H21.7.24 総合計画 ２級 基準点   7点 長久手町 (株)中測技研
H21.11.30

愛知県 美浜町 H21.10.1 道路台帳 1000 数値図修正  63.0km 愛知県　　美浜町 中日本航空測量(株)
H22.2.28

愛知県 田原市 H21.10.1 河川計画 ２級 基準点   7点
独立行政法人水資源機
構豊川用水総合事業部

三和航測(株)

H21.12.9 ３級 基準点   13点
４級 基準点   79点

4000 カラー撮影 4.0k㎡
500 数値図化 0.9k㎡

愛知県 名古屋市 H21.9.28
水土里情報利
活用促進事業

地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

1584.0
k㎡

愛知県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

一宮市 H22.2.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1998.0

k㎡
春日井市
碧南市
豊田市
安城市
蒲郡市
犬山市
江南市
小牧市
新城市
岩倉市
北名古屋市
弥富市
豊山町
大口町
扶桑町
飛島村
三好町
設楽町

愛知県 小坂井町 H21.8.3 道路台帳 1000
既成図数値
化

9.9k㎡ 愛知県　　小坂井町 玉野総合コンサルタント(株)

H22.1.15 1000 座標変換 9.9k㎡
愛知県 名古屋市 H21.10.19 都市計画 ２級 基準点   1点 名古屋市 (株)神田設計

H21.10.30

愛知県 豊川市 H21.9.15 道路計画 TS 路　線  2.1km
中部地方整備局名四国
道事務所

大同コンサルタンツ(株)

H21.12.18
愛知県 弥富市 H21.10.13 地盤変動調査 １級 水　準  105.0km 名古屋港管理組合 (株)中部テック

飛島村 H22.3.5
名古屋市
東海市
知多市

愛知県 日進市 H21.10.26 総合計画 ３級 基準点   1点 日進市 (株)パスコ
H21.11.5

愛知県 豊橋市 H21.11.2 道路計画 ２級 基準点   3点 豊橋市 (株)葵設計事務所
H22.2.26 ３級 基準点   4点

愛知県 甚目寺町 H21.10.8 道路台帳 1000
既成図数値
化

1.7k㎡ 愛知県　　甚目寺町 アジア航測(株)

H22.2.28 1000 平板・修正 0.1k㎡
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中部地方
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 豊田市 H21.9.30
道路計画・河
川計画

３級 基準点   8点
中部地方整備局名四国
道事務所

大日コンサルタント(株)

H21.12.18 ４級 基準点   60点
愛知県 一宮市 H21.9.30 現況測量 ２級 基準点   1点 一宮市 (株)日研コンサル

H22.1.15 ３級 基準点   3点
４級 基準点   71点

３級 水　準
 3.4km

5点
４級 水　準   71点
500 地上数値法 0.2k㎡

愛知県 岡崎市 H21.12.1 固定資産 8000 カラー撮影 387.2k㎡ 愛知県　　岡崎市 アジア航測(株)
H22.3.10

愛知県 南知多町 H21.12.1 道路台帳 1000 平板・修正  0.7km 愛知県　　南知多町 中日本航空測量(株)

H22.3.19 1000
既成図数値
化

0.5k㎡

愛知県 刈谷市 H21.12.9 都市計画 ３級 基準点   1点 刈谷市 司開発(株)
H22.2.28

愛知県 刈谷市 H21.12.15 都市計画 ３級 基準点   1点 刈谷市 司開発(株)
H22.2.28

愛知県 日進市 H21.12.21 総合計画 ３級 基準点   1点 日進市 (株)パスコ
H22.2.5

愛知県 南知多町 H21.7.30 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 38.2k㎡ 愛知県　　南知多町 国際航業(株)

H22.3.10 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 38.2k㎡
愛知県 豊田市 H22.1.15 総合計画 ２級 基準点   1点 豊田市 (株)オオバ

H22.3.19

三重県 朝日町 H18.9.25 土地区画整理 ３級 基準点   8点
朝日町小向地区丘陵地
土地区画整理組合

中央コンサルタンツ(株)

H19.3.20 ４級 基準点   80点

三重県  H19.3.26 総合計画 2500 数値図化
3312.9

k㎡
三重県自治会館組合 国際航業(株)

H21.3.10 2500 数値図修正
1611.3

k㎡
(株)パスコ

中日本航空(株)
(株)若鈴
(株)石原ソフトエンジニアリング
(株)日興測量設計事務所
(株)新都市コンサルタント

三重県 津市 H20.5.8 地籍調査 街区点 基準点 1.1k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

丸栄調査設計(株)

H21.2.20

三重県 津市 H20.7.11 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
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

H21.2.23

三重県 津市 H20.7.14 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
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

H21.2.9

三重県 津市 H20.7.11 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
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

H21.2.19

三重県 津市 H20.7.11 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

(株)ケーエスコンサルタント

H21.2.19

三重県 津市 H20.7.14 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

(株)信榮企画

H21.3.3

三重県 名張市 H20.7.14 地籍調査
街区三

角点
基準点   4点

国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.5
街区多

角点
基準点   10点

街区点 基準点 0.9k㎡

三重県 名張市 H20.7.11 地籍調査 街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

南海カツマ（株）

H21.2.18
街区三

角点
基準点   3点

街区多
角点

基準点   9点

三重県 四日市市 H20.4.21 河川管理 2500 数値図修正 75.0k㎡
中部地方整備局　三重河
川国道事務所

中日本航空(株)

鈴鹿市 H20.10.31
亀山市
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中部地方
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 伊賀市 H20.7.7
農業集落排水
施設整備事業

１級 基準点   11点 伊賀市 (株)パスコ

H21.3.13 ２級 基準点   42点 (株)共同技術コンサルタント
３級 基準点   97点 (株)カギテック
３級 水　準  68.5km (株)サンクリエイト

地上：8
㎝

カラー撮影 6.1k㎡

500 数値図化 6.1k㎡
三重県 大台町 H20.8.25 総合計画 １級 基準点   13点 三重県企業庁 (有)左近測地

H21.2.28 ３級 基準点   103点
２級 基準点   1点

三重県 津市 H20.9.12 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)日研コンサル

H21.2.16

三重県 津市 H20.9.12 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

三重測量設計(株)

H21.3.2

三重県 津市 H20.9.12 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

杉山コンサルタンツ(株)

H21.2.26

三重県 津市 H20.9.12 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

（株）協同測量社

H21.2.26
三重県 志摩市 H20.9.24 海岸保全 ２級 基準点   6点 三重県志摩建設事務所 (株)新都市コンサルタント

H21.1.21 ４級 基準点   49点
路　線  2.8km

三重県 津市 H20.11.4 砂防計画 2500 数値図化 7.8k㎡ 三重県　津建設事務所 (株)パスコ
H21.3.6

三重県 大台町 H20.11.4 砂防計画 2500 数値図化 7.9k㎡ 三重県　松阪建設事務所 (株)パスコ
H21.3.23

三重県 松阪市 H20.11.4 砂防計画 2500 数値図化 8.0k㎡ 三重県　松阪建設事務所 (株)パスコ
H21.3.16

三重県 伊賀市 H20.11.19 河川計画 ２級 基準点   2点 三重県伊賀建設事務所 (株)名張測量設計
H21.3.10

三重県 桑名市 H20.10.27 地盤変動調査 １級 水　準  113.0km 三重県 加藤コンサルタント（株）
木曽岬町 H21.3.13
朝日町
川越町
四日市市

三重県 四日市市 H20.11.17 道路計画 ２級 基準点   2点 四日市市 三重測量設計(株)
H21.3.25 ３級 基準点   4点

三重県 津市 H20.11.5 河川管理 2500 数値図修正 32.8k㎡
中部地方整備局　三重河
川国道事務所

中日本航空(株)

松阪市 H21.2.20

三重県 木曽岬町 H20.10.28 固定資産
地上：16

㎝
カラー撮影 15.7k㎡ 三重県　　木曽岬町 中日本航空(株)

H21.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 15.7k㎡

三重県 いなべ市 H20.11.7 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 219.6k㎡ 三重県　　いなべ市 国際航業(株)

H21.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 219.6k㎡

三重県 東員町 H20.12.15 固定資産
地上：10

㎝
カラー撮影 22.7k㎡ 三重県　　東員町 (株)かんこう

H21.2.27 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 22.7k㎡
三重県 伊賀市 H21.1.22 河川計画 １級 基準点   3点 三重県伊賀建設事務所 山岡測量設計(株)

H21.3.27 ２級 基準点   1点
３級 基準点   27点
４級 基準点   22点

三重県 四日市市 H21.3.10 総合計画 ３級 基準点   3点 四日市市 コムワークスエンジニアリング（株）
H21.4.30

三重県 伊賀市 H21.1.30 砂防計画 2500 数値図化 5.5k㎡ 三重県　伊賀建設事務所 国際航業(株)
H21.3.27

三重県 熊野市 H21.1.26 砂防計画 2500 数値図化 4.4k㎡ 三重県　熊野建設事務所 国際航業(株)
H21.3.16

三重県 大台町 H21.2.10 砂防計画 2500 数値図化 12.1k㎡ 三重県　松阪建設事務所 国際航業(株)
H21.3.17

三重県 津市 H21.2.13 道路台帳 500 数値図化  41.6km
中部地方整備局　北勢国
道事務所

中日本航空(株)

亀山市 H21.3.19
伊賀市

三重県 尾鷲市 H20.12.6 道路台帳 1000 平板・修正 0.1k㎡ 三重県　　尾鷲市 アジア航測(株)
H21.3.31

三重県 伊賀市 H21.1.5 道路計画 ２級 基準点   4点 三重県伊賀建設事務所 (株)信榮企画
H21.3.27 ３級 基準点   3点

三重県 四日市市 H21.3.13 総合計画 ３級 基準点   2点 三重県　　四日市市 三重測量(株)
H21.3.23

三重県 鈴鹿市 H21.3.10 総合計画 ３級 基準点   1点 鈴鹿市 コムワークスエンジニアリング（株）
H21.4.30

三重県 鈴鹿市 H21.3.9 文化財調査 ２級 基準点   3点 鈴鹿市 加藤コンサルタント（株）
H21.3.20 ３級 基準点   3点
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中部地方
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 名張市 H21.6.11 道路計画 １級 基準点   1点 三重県伊賀建設事務所 正和測量設計(株)
H21.7.21 ２級 基準点   1点

３級 基準点   4点
４級 基準点 0.1k㎡
500 地上数値法 0.1k㎡

三重県 津市 H21.6.29 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

(株)信榮企画

H22.2.1

三重県 津市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

(株)オオバ

H22.2.18

三重県 津市 H21.6.30 地籍調査 街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省　土地・水資
源局国土調査課

杉山コンサルタンツ(株)

H22.1.22
三重県 津市 H21.7.1 下水道計画 2500 航空レーザ 18.9k㎡ 三重県　　津市 (株)パスコ

H22.2.26
三重県 御浜町 H21.7.21 道路台帳 1000 平板・修正 0.2k㎡ 三重県　　御浜町 玉野総合コンサルタント(株)

H21.11.30
三重県 いなべ市 H21.8.12 砂防計画 1000 航空レーザ 5.6k㎡ 三重県桑名建設事務所 国際航業(株)

H21.10.5
三重県 大紀町 H21.9.11 総合計画 １級 基準点   3点 三重県企業庁 丸栄調査設計(株)

H21.12.8 ２級 基準点   3点
３級 基準点   18点

三重県 津市 H21.9.18 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
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)

H22.3.5

三重県 津市 H21.9.18 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
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

H22.3.3

三重県 津市 H21.9.18 地籍調査 街区点 基準点 0.5k㎡
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

H22.3.11

三重県 伊賀市 H21.9.15 ダム計画 ２級 基準点   11点
独立行政法人水資源機
構川上ダム建設所

富二設計コンサルティング(株)

H21.12.4
三重県 木曽岬町 H21.11.2 地盤変動調査 １級 水　準  113.0km 三重県 南海カツマ（株）

桑名市 H22.3.12
川越町
朝日町
四日市市
鈴鹿市

三重県 四日市市 H21.11.30 総合計画 ３級 基準点   5点 四日市市 （株）長工プラスデザイン
H22.1.29

三重県 松阪市 H21.10.29 道路台帳 ２級 基準点   9点
中部地方整備局紀勢国
道事務所

丸栄調査設計(株)

紀北町 H22.3.18 ４級 基準点   62点
熊野市

三重県 四日市市 H22.2.3 総合計画 ３級 基準点   6点 四日市市 三重測量設計(株)
H22.3.1
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近畿地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

滋賀県 米原市 H19.3.19 道路計画 ２級 基準点   5点
近畿地方整備局滋賀国
道事務所

鈴鹿設計事務所

H19.9.4 ４級 基準点   35点
２級 水　準  8.0km
500 平　板 0.2k㎡

滋賀県 高島市 H20.7.8 ほ場整備 ２級 基準点   5点 滋賀県高島県事務所 (株)中野測量設計事務所
H20.8.20 ３級 基準点   4点

４級 基準点   22点
500 平　板 0.1k㎡

滋賀県 大津市 H20.7.30 道路台帳 ３級 基準点   7点 滋賀県　　大津市 (株)白川測量設計事務所
H20.12.26 ４級 基準点   108点

500 平　板 0.1k㎡

滋賀県 野洲市 H20.6.10 土地区画整理 ３級 基準点   5点
野洲町中畑・小篠原土地
区画整理組合

(株)サンワコン

H21.3.20 ４級 基準点   51点
500 その他 0.1k㎡

滋賀県 大津市 H20.8.25 総合計画 10000 カラー撮影 374.1k㎡ 滋賀県　　大津市 国際航業(株)
H21.3.19 1000 数値図修正 374.1k㎡

2500 数値図修正 374.1k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 374.1k㎡

滋賀県 野洲市 H20.8.6 固定資産 6000 数値撮影 61.5k㎡ 滋賀県　　野洲市 (株)パスコ
H20.12.19

滋賀県 秦荘町 H20.10.1 道路計画 ３級 基準点   4点
滋賀県湖東地域振興局
建設管理部

中央復建コンサルタンツ(株)

H20.12.22
滋賀県 大津市 H20.9.29 道路台帳 １級 基準点   2点 滋賀県　　大津市 (株)白川測量設計事務所

H21.2.23 ３級 基準点   9点
４級 基準点   88点
500 平　板 0.3k㎡

滋賀県 野洲市 H20.11.18 土地区画整理 ２級 基準点   2点 滋賀県　　野洲市 玉野総合コンサルタント(株)
H21.3.25 ３級 基準点   3点

４級 基準点   66点
３級 水　準  7.5km
４級 水　準  4.6km

滋賀県 大津市 H20.12.10 ダム計画 8000 カラー撮影 43.0k㎡
近畿地方整備局大戸川
ダム工事事務所

中日本航空(株)

H21.3.10 1000 航空レーザ 26.0k㎡
滋賀県 東近江市 H20.12.19 都市計画 2500 数値図化 17.4k㎡ 滋賀県　　東近江市 (株)パスコ

H21.3.27 2500 編　集 17.4k㎡
滋賀県 大津市 H21.1.7 道路台帳 ２級 基準点   7点 滋賀県　　大津市 (有)ヒサツネ設計事務所

H21.2.27 ４級 基準点   21点
500 平　板 0.1k㎡

滋賀県 近江八幡市 H20.11.11 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
カラー撮影 77.0k㎡ 滋賀県　　近江八幡市 朝日航洋(株)

H21.3.13 空　三 77.0k㎡
滋賀県 安土町 H20.7.30 固定資産 10000 カラー撮影 24.3k㎡ 滋賀県　　安土町 朝日航洋(株)

H21.3.19 空　三 24.3k㎡
滋賀県 栗東市 H20.11.20 総合計画 500 座標変換 1.9k㎡ 滋賀県　　栗東市 (株)かんこう

H21.3.19 500
既成図数値
化

0.6k㎡

500 数値図修正 0.6k㎡
500 数値図化 1.3k㎡

滋賀県 大津市 H21.1.29 道路台帳 ２級 基準点   2点 滋賀県　　大津市 (株)白川測量設計事務所
H21.3.19 ３級 基準点   3点

４級 基準点   12点
500 平　板 0.1k㎡

滋賀県 守山市 H21.1.28 固定資産 6000 カラー撮影 44.3k㎡ 滋賀県　　守山市 (株)かんこう
H21.2.27 空　三 44.3k㎡

滋賀県 高島市 H21.1.5 道路計画 2500 空　三 43.6k㎡
近畿地方整備局滋賀国
道事務所

(株)エイトコンサルタント

大津市 H21.3.31 2500 数値図化 5.9k㎡
守山市 5000 数値図化 43.6k㎡
野洲市
近江八幡市
東近江市
彦根市
安土町

三重県 亀山市
伊賀市

滋賀県 甲賀市

滋賀県 大津市 H21.2.16 施設変動調査 ２級 水　準  21.0km
独立行政法人水資源機
構琵琶湖開発総合管理
所

（株）塩崎テクノブレイン

草津市 H21.3.20
守山市
野洲市
近江八幡市

測量地域 事業量
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滋賀県 大津市 H20.10.23 道路計画 １級 基準点   1点 滋賀県　　大津市 (株)白川測量設計事務所
H21.3.23 ３級 基準点   2点

４級 基準点   8点

滋賀県 高島市 H20.12.22 道路計画 500 数値図修正 0.6k㎡
滋賀県高島県事務所建
設管理部

朝日航洋(株)

H21.3.25
滋賀県 大津市 H21.2.12 道路計画 ４級 基準点   5点 滋賀県　　大津市 (株)サンセイ

H21.3.31
滋賀県 彦根市 H19.3.12 固定資産 8000 カラー撮影 98.2k㎡ 滋賀県　　彦根市 朝日航洋(株)

H21.3.31 同時調整 98.2k㎡
滋賀県 大津市 H21.3.3 総合計画 ４級 基準点   10点 滋賀県　　大津市 京津測量(株)

H21.3.27
滋賀県 野洲市 H21.5.15 道路計画 ２級 基準点   1点 滋賀県　　野洲市 (株)エイトコンサルタント

H21.5.29
滋賀県 甲賀市 H21.4.1 基準点設置 １級 基準点   1点 滋賀県甲賀土木事務所 (株)関西技研

H21.6.19

滋賀県 東近江市 H21.6.17 下水道計画 ２級 基準点   32点
滋賀県東北部流域下水
道事務所

京津測量(株)

愛荘町 H21.10.30 ３級 水　準  20.0km

滋賀県 日野町 H21.10.15 固定資産
地上画
素寸法

5.5㎝
数値撮影 0.3k㎡ 滋賀県　　日野町 (株)パスコ

H21.11.30 同時調整 0.3k㎡

京都府 木津川市 H19.4.25 河川計画 ３級 基準点   2点
京都府山城南土木事務
所

ユーズ

H19.5.25

京都府 久御山町 H19.12.1 道路台帳 空　三 0.1k㎡
近畿地方整備局京都国
道事務所

牧草コンサルタンツ(株)

H20.3.10 500 写測図化 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

標定点 その他   4点
京都府 福知山市 H20.5.19 固定資産 7000 カラー撮影 552.6k㎡ 京都府　　福知山市 富士測量(株)

H21.2.27 16000 カラー撮影 552.6k㎡
京都府 宇治市 H20.7.3 総合計画 ２級 基準点   1点 京都府　　宇治市 (株)萩原測量設計事務所

H20.8.29 ３級 基準点   1点
京都府 舞鶴市 H20.7.1 都市計画 2500 座標変換 162.5k㎡ 京都府　　舞鶴市 アジア航測(株)

H21.3.25 2500 写測図化 21.3k㎡
京都府 京丹後市 H20.7.31 土地改良 ２級 基準点   6点 京都府　　京丹後市 (株)北斗エンジニアリング

H21.3.25 ３級 基準点   13点
４級 基準点   72点

京都府  H20.9.1 総合計画
地上画
素寸法
14.4㎝

数値撮影
1580.2

k㎡
京都府 国際航業(株)

H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1580.2

k㎡
(株)パスコ

地上画
素寸法

16㎝
数値撮影

2043.7
k㎡

(株)かんこう

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2043.7

k㎡
地上画
素寸法

13㎝
数値撮影

1524.0
k㎡

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1524.0

k㎡

京都府 京田辺市 H20.7.11
都市計画図修
正

2500 数値図修正 42.9k㎡ 京都府　　京田辺市 (株)かんこう

H21.1.23

京都府 京丹後市 H20.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点
京都府丹後土地改良事
務所

内外エンジニアリング(株)

H20.12.19 ３級 基準点   7点
京都府 舞鶴市 H20.9.24 港湾計画 ２級 基準点   2点 京都府港湾事務所 中村建設コンサルタント(株)

H20.11.20 ３級 基準点   2点
京都府 舞鶴市 H20.10.1 施設調査 ３級 基準点   2点 近畿中部防衛局 (株)森エンジニアリング

H21.1.30
京都府 八幡市 H20.10.9 固定資産 7000 カラー撮影 24.4k㎡ 京都府　　八幡市 (株)かんこう

H21.3.20 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 24.4k㎡

京都府 八幡市 H20.10.15 道路計画 ３級 基準点   2点
京都府山城北土木事務
所

浅田測量設計(株)

H21.3.10

京都府
京都市伏見
区

H20.10.9 堤防計画 １級 基準点   3点
近畿地方整備局淀川河
川事務所

(株)大同コンサルタンツ

H21.1.30
京都府 京都市 H20.2.28 道路計画 ３級 基準点   4点 京都府　　京都市 (株)設計京北

H21.3.13
京都府 京都市 H20.9.25 都市計画 2500 数値図修正 90.1k㎡ 京都府　　京都市 昭和(株)

H21.2.28
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京都府 京都市 H19.11.14 道路計画 ２級 基準点   6点 京都府　　京都市 近畿測量(株)
H21.3.13

京都府 宇治田原町 H20.12.2 集団茶園整備 １級 基準点   2点 京都府　　宇治田原町 (株)萩原測量設計事務所
H21.3.27 ３級 基準点   2点

京都府 京都市 H20.11.10 道路計画 ４級 基準点   118点
近畿地方整備局京都国
道事務所

(株)吹上技研コンサルタント

京田辺市 H21.3.10 500 平　板 0.2k㎡
500 路　線  4.6km

京都府 舞鶴市 H20.12.16 道路計画 １級 基準点   2点
京都府中丹東土木事務
所

(株)望月測量設計事務所

H21.3.10 ３級 基準点   2点

京都府 木津川市 H20.12.24 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
カラー撮影 43.6k㎡ 京都府　　木津川市 (株)パスコ

H21.3.13 空　三 43.6k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 43.6k㎡

京都府 向日市 H20.12.22 固定資産
地上画

素寸法8
㎝

数値撮影 7.7k㎡ 京都府　　向日市 (株)パスコ

H21.3.31 同時調整 7.7k㎡
500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.7k㎡

京都府 舞鶴市 H20.11.30 道路計画 １級 基準点   2点
京都府中丹東土木事務
所

(株)滝下測量設計事務所

H21.3.10 ３級 基準点   4点
京都府 南丹市 H20.12.26 道路計画 １級 基準点   3点 京都府南丹土木事務所 (株)片山測量設計事務所

H21.3.10 ３級 基準点   4点
京都府 木津川市 H21.1.26 道路台帳 500 座標変換 4.8k㎡ 京都府　　木津川市 （株）ワールド

H21.3.31 1000 座標変換 9.7k㎡

500
既成図数値
化

4.8k㎡

1000
既成図数値
化

9.7k㎡

京都府 京丹波町 H21.2.1 道路計画 ３級 基準点   3点
近畿地方整備局福知山
河川国道事務所

東武計画(株)

H21.3.10 ４級 基準点   6点

京都府 福知山市 H21.2.3 道路台帳 500
既成図数値
化

75.0k㎡
京都府中丹西土木事務
所

(株)京都イングス

H21.3.31 500 座標変換 75.0k㎡

京都府 城陽市 H21.2.12 道路台帳 500 座標変換 22.5k㎡
京都府山城北土木事務
所

(株)京都イングス

京田辺市 H21.3.25 500
既成図数値
化

22.5k㎡

宇治田原町
京都府 亀岡市 H21.2.10 河川計画 1000 数値図化 1.5k㎡ 京都府南丹土木事務所 (株)パスコ

H21.3.25

京都府 京都市 H20.11.22 河川管理 ２級 基準点   2点
近畿地方整備局淀川河
川事務所

(株)エハラ

宇治市 H21.3.23 ３級 基準点   8点
２級 水　準  25.0km
３級 縦横断  21.2km

京都府 木津川市 H20.12.20 河川管理 ２級 基準点   1点
近畿地方整備局淀川河
川事務所

(株)新大阪設計事務所

笠置町 H21.3.23 ３級 基準点   8点
３級 水　準  2.0km

京都府 京都市 H20.11.18 河川管理 ２級 水　準  21.8km
近畿地方整備局淀川河
川事務所

平和測量設計(株)

向日市 H21.3.23 ３級 縦横断  18.6km
長岡京市
大山崎町

京都府 亀岡市 H21.3.16 ほ場整備 ３級 基準点   26点 京都府　　亀岡市 (株)中川測量設計
H21.3.31 ４級 基準点   115点 (株)渋谷測量設計

(株)萩原測量設計事務所

京都府 福知山市 H21.3.7 道路計画 8000 カラー撮影 8.1k㎡
近畿地方整備局福知山
河川国道事務所

(株)かんこう

H21.5.31 空　三 8.1k㎡
1000 数値図化 1.2k㎡
簡級 水　準  4.7km

京都府 京都市 H21.3.30 総合計画
地上画
素寸法
17.4㎝

数値撮影
1150.5

k㎡
京都府　　京都市 アジア航測(株)

H21.5.30 同時調整
1150.5

k㎡
京都府 城陽市 H21.1.22 総合計画 １級 基準点   1点 京都府　　城陽市 (株)パスコ

H21.8.30 ３級 基準点   3点
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京都府 福知山市 H21.3.7 道路計画 4000 カラー撮影 1.3k㎡
近畿地方整備局福知山
河川国道事務所

(株)かんこう

H21.5.31 空　三 1.3k㎡
500 数値図化 0.1k㎡

簡易水
準

水　準  2.4km

標定点
測量

その他   3点

京都府 京丹波町 H21.6.1 ほ場整備 ２級 基準点   2点 京都府　　京丹波町 (株)家永技建
H21.7.10

京都府 与謝野町 H21.6.19 河川計画 １級 基準点   1点 京都府丹後土木事務所 (株)京都イングス
H21.11.8 ２級 基準点   3点

京都府 京丹後市 H21.5.29 河川計画 ２級 基準点   2点 京都府丹後土木事務所 (株)キクチコンサルタント
H21.12.25 ３級 基準点   5点

大阪府 大阪市 H19.9.11 土地区画整理 ４級 基準点   30点 大阪府　　大阪市 直営
H20.3.31

大阪府 大阪市 H20.1.7
道路区域線調
査測量

４級 基準点   105点 大阪府　　大阪市 大阪市

H20.12.26

大阪府 河内長野市 H19.10.1 道路計画 ２級 基準点   4点
大阪府南河内農と緑の総
合事務所

(株)西川測量設計

H21.3.31 ３級 基準点   19点 (株)システムサーベィ
３級 水　準   1点
500 平　板 0.2k㎡

路線 その他  2.0km
用地 その他  2.0km

大阪府 大阪市 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   178点 大阪府　　大阪市 （有）冨田測量設計
H21.2.27

大阪府 大阪市 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   176点 大阪府　　大阪市 (株)ケーシック
H21.2.27

大阪府 大阪市 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   154点 大阪府　　大阪市 (株)八木測量設計事務所
H21.2.27

大阪府 大阪市 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   98点 大阪府　　大阪市 (株)ＧＩＳ関西
H21.2.27

大阪府 大阪府 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   105点 大阪府　　大阪市 第一測量設計(株)
H21.2.27

大阪府 大阪市 H20.5.20 道路台帳 ４級 基準点   203点 大阪府　　大阪市 (株)ＧＩＳ関西
H21.5.9

大阪府 京丹後市 H20.5.20 道路計画 １級 基準点   11点 京都府　　京丹後市 (株)京都イングス
H21.3.31

大阪府 大阪市 H20.5.1 総合計画 ４級 基準点   92点 大阪法務局 有限会社　測研
H21.3.10

大阪府 大阪市 H20.5.12
土地活用促進
調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)日建技術コンサルタント

H20.12.12

大阪府 大阪市 H20.5.12
土地活用促進
調査

街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

写測エンジニアリング（株）

H21.1.15

大阪府 大阪市 H20.5.12
土地活用促進
調査

街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

日本振興・ジオテクニカル共同企業体

H20.12.15

大阪府 大阪市 H20.5.12
土地活用促進
調査

街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)淀川アクテス

H20.12.8

大阪府 大阪市 H20.5.13
土地活用促進
調査

街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

大建測量設計(株)

H20.12.25

大阪府 大阪市 H20.5.13
土地活用促進
調査

街区点 基準点 1.1k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

富士測量(株)

H21.2.17

大阪府 大阪市 H20.5.13
土地活用促進
調査

街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

近畿実測(株)

H21.1.28
大阪府 大阪市 H20.6.20 道路台帳 ４級 基準点   6点 大阪府　　大阪市 （有）冨田測量設計

H21.2.27
大阪府 道路台帳 H20.6.20 道路台帳 ３級 基準点   6点 大阪府　　大阪市 (株)ケーシック

H21.2.27
大阪府 大阪市 H20.6.20 道路台帳 ３級 基準点   12点 大阪府　　大阪市 (株)八木測量設計事務所

H21.2.27
大阪府 大阪市 H20.6.20 道路台帳 ３級 基準点   4点 大阪府　　大阪市 (株)ＧＩＳ関西

H21.2.27
大阪府 大阪市 H20.6.20 道路台帳 ３級 基準点   3点 大阪府　　大阪市 第一測量設計(株)

H21.2.27
大阪府 大阪市 H20.6.20 道路台帳 ３級 基準点   12点 大阪府　　大阪市 (株)ＧＩＳ関西

H21.2.27
大阪府 堺市 H20.6.19 都市計画 20000 カラー撮影 150.0k㎡ 大阪府　　堺市 アジア航測(株)

H21.3.31
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近畿地方
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

大阪府 大阪市 H20.5.27
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

中央復建コンサルタンツ(株)

H21.1.5

大阪府 大阪市 H20.6.4
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 1.1k㎡
国土交通省土地・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

H21.2.18

大阪府 大阪市 H20.5.29
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

本州コンサルタント(株)

H21.2.2

大阪府 大阪市 H20.6.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

九州中央測量(株)

H21.2.20

大阪府 大阪市 H20.6.18
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)キュートク

H20.12.5

大阪府 大阪市 H20.6.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

大建測量設計(株)

H21.1.27

大阪府 大阪市 H20.6.16
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.9k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)イシヤマエンジニアリング

H21.1.28

大阪府 大阪市 H20.6.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 1.0k㎡
国土交通省土地・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

H21.2.26

大阪府 大阪市 H20.7.4
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)菊地測量設計事務所

H21.1.5

大阪府 大阪市 H20.6.30
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)セリオス

H21.1.22

大阪府 大阪市 H20.6.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)ＧＩＳ関西

H21.1.5

大阪府 大阪市 H20.6.19
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

大同コンサルタンツ(株)

H21.1.21

大阪府 大阪市 H20.6.18
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)八州

H21.1.16

大阪府 大阪市 H20.7.8
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

智原川井松嶋共同企業体

H21.1.5

大阪府 大阪市 H20.6.18
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)かんこう

H20.12.24

大阪府 大阪市 H20.6.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)パスコ

H20.12.15

大阪府 大阪市 H20.6.19
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)アスコ

H20.12.24

大阪府 大阪市 H20.6.19
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

松本測量設計(株)

H21.1.5

大阪府 門真市 H20.7.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

日本測地設計(株)

H21.1.26

大阪府 門真市 H20.7.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

阪神臨海測量(株)

H20.12.12

大阪府 門真市 H20.7.23
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

京都測量設計協同組合

H20.11.27

大阪府 門真市 H20.7.23
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)エハラ

H20.12.15

大阪府 門真市 H20.7.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

井伊・扶桑経営共同企業体

H20.12.2

大阪府 門真市 H20.7.17
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)パスコ

H20.12.8

大阪府 門真市 H20.7.18
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

富士開発・平和共同企業体

H20.12.25

大阪府 門真市 H20.8.1
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.6k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

オーエス・富測・グローズ共同企業体

H20.12.1
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大阪府 門真市 H20.7.22
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.5k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

国際航業(株)

H20.11.4

大阪府 門真市 H20.7.31
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.8k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

（株）アイコン

H21.2.3

大阪府 門真市 H20.7.31
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・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

H20.12.15

大阪府 門真市 H20.7.31
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.4k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

日本測地設計(株)

H20.11.4

大阪府 門真市 H20.7.31
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.7k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)ＧＩＳ関西

H21.2.23
街区多

角点
基準点   15点

大阪府 堺市 H20.8.1 道路台帳 500 数値図修正 45.0k㎡ 大阪府　　堺市 国際航業(株)

H21.3.31 500
既成図数値
化

45.0k㎡

500 平　板 45.0k㎡
大阪府 堺市 H20.8.1 総合計画 空　三 150.0k㎡ 大阪府　　堺市 国際航業(株)

H21.3.31 2500 数値図修正 150.0k㎡
1000 数値図化 150.0k㎡

大阪府 大阪市 H20.10.1 基準点設置 ４級 基準点   55点 大阪府　　大阪市 大阪市
H21.3.31

大阪府 岸和田市 H20.8.25
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.3k㎡
国土交通省土地・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

H20.11.18

大阪府 豊中市 H20.8.21
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.2k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)ケーシック

H20.10.27

大阪府 泉大津市 H20.8.21
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.2k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)シードコンサルタント

H20.11.11
大阪府 大阪市 H20.10.1 基準点設置 ４級 基準点   24点 大阪府　　大阪市 大阪市

H21.3.31
大阪府 高槻市 H20.10.14 道路管理 FKP点 基準点   9点 大阪府茨木土木事務所 (株)ＧＩＳ関西

茨木市 H21.1.28
大阪府 岸和田市 H20.8.1 道路台帳 座標変換 24.7k㎡ 大阪府　　岸和田市 (株)かんこう

H21.3.31 500
既成図数値
化

3.8k㎡

500 平板・修正 72.2k㎡

大阪府 河内長野市 H20.10.20 道路計画 ２級 基準点   1点
大阪府南河内農と緑の総
合事務所

阪南エンジニヤリング(株)

H21.2.27 ３級 基準点   7点
大阪府 堺市 H20.7.14 不動産登記 ４級 基準点   270点 大阪法務局 梶谷登記測量事務所

H21.3.31 500 その他 0.5k㎡
大阪府 吹田市 H20.5.26 道路計画 ４級 基準点   34点 大阪府　　吹田市 (株)ヨコタテック

H21.3.31
大阪府 茨木市 H20.10.14 座標変換 ２級 基準点   44点 大阪府　　茨木市 (株)パスコ

H21.3.25 ４級 基準点   2000点
４級 基準点   1600点

大阪府 堺市 H20.9.26 基準点設置 ３級 基準点   14点 大阪府　　堺市 (有)中央測量
H21.3.31 ４級 基準点   119点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   3点 大阪府　　大阪市 南大阪コンサルタント(株)
H21.3.31 ４級 基準点   84点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   6点 大阪府　　大阪市 南大阪コンサルタント(株)
H21.3.31 ４級 基準点   127点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   2点 大阪府　　大阪市 (株)キュートク
H21.3.31 ４級 基準点   110点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   5点 大阪府　　大阪市 (株)森本測量設計
H21.3.31 ４級 基準点   72点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   10点 大阪府　　大阪市 大建測量設計(株)
H21.3.31 ４級 基準点   270点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   18点 大阪府　　大阪市 (株)北斗エンジニアリング
H21.3.31 ４級 基準点   214点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   4点 大阪府　　大阪市 (有)中央測量
H21.3.31 ４級 基準点   241点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   14点 大阪府　　大阪市 (株)イシヤマエンジニアリング
H21.3.31 ４級 基準点   112点

大阪府 大阪市 H20.11.1 道路台帳 ３級 基準点   17点 大阪府　　大阪市 (有)中央測量
H21.3.31 ４級 基準点   122点

大阪府 枚方市 H20.9.19 鉄道計画 ２級 基準点   13点 大阪府枚方土木事務所 (株)かんこう
寝屋川市 H21.7.24 ４級 基準点   231点

大阪府 岸和田市 H20.9.30
街区基準点復
旧

街区多
角点

基準点   1点 大阪府　　岸和田市 本州コンサルタント(株)

H20.10.30
大阪府 豊中市 H20.10.20 座標変換 ４級 基準点   8530点 大阪府　　豊中市 (株)ＧＩＳ関西

H21.3.31
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大阪府 豊中市 H20.9.29 地籍調査事業 ４級 基準点   21点 大阪府池田土木事務所 (株)森本測量設計
H21.3.19

大阪府 大阪市 H21.1.8
港湾施設の保
全

１級 水　準  111.0km 大阪府　　大阪市 (株)淀川アクテス

H21.3.30

大阪府 大阪市 H20.12.8
累積沈下量の
把握

２級 水　準  47.9km
大阪府西大阪治水事務
所

大手前産業(株)

H21.2.27
大阪府 豊中市 H20.12.1 固定資産 5000 カラー撮影 36.6k㎡ 大阪府　　豊中市 国際航業(株)

H21.3.16 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 36.6k㎡

大阪府 富田林市 H20.11.17
共有空間デー
タの修正

星測点 基準点   5点 大阪府　　富田林市 (株)セイコー

H21.1.31

ハイブ
リット

（500～
2500）

数値図修正 20.0k㎡

大阪府 高槻市 H20.12.18 固定資産 5000 カラー撮影 105.3k㎡ 大阪府　　高槻市 カンゼ航測(株)
H21.3.23 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 105.3k㎡

空　三 105.3k㎡

大阪府 八尾市 H20.10.23
公共基準点復
旧測量

２級 基準点   13点 大阪府　　八尾市 本州コンサルタント(株)

H21.3.18 ３級 基準点   27点
大阪府 箕面市 H20.9.26 地籍調査事業 ４級 基準点   6点 大阪府池田土木事務所 曽田測量設計事務所

H21.3.19
大阪府 富田林市 H20.12.16 総合計画 8000 カラー撮影 39.7k㎡ 大阪府　　富田林市 写測エンジニアリング（株）

H21.3.24 空　三 39.7k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 39.7k㎡

大阪府 堺市 H20.10.10 総合計画 10000 カラー撮影 150.0k㎡ 大阪府　　堺市 国際航業(株)
H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 150.0k㎡

大阪府 大阪市 H20.12.8 基準点設置 ３級 基準点   2点 大阪府　　大阪市 大阪市
H21.3.31

大阪府 堺市 H20.10.23 基準点設置 ３級 基準点   1点 大阪府　　堺市 三友測量
H21.2.28 ４級 基準点   2点

大阪府 吹田市 H20.12.22 固定資産 8000 カラー撮影 36.1k㎡ 大阪府　　吹田市 朝日航洋(株)
H21.3.31 空　三 36.1k㎡

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 36.1k㎡
大阪府 富田林市 H20.12.24 総合計画 1000 数値図修正 39.7k㎡ 大阪府　　富田林市 国際航業(株)

H21.3.13

大阪府 茨木市 H20.12.3 固定資産
地上画

素寸法8
㎝

カラー撮影 76.5k㎡ 大阪府　　茨木市 (株)パスコ

H21.2.27 空　三 76.5k㎡
500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 76.5k㎡

大阪府 千早赤阪村 H20.12.22 固定資産 7000 カラー撮影 20.0k㎡ 大阪府　　千早赤阪村 (株)パスコ
H21.3.31 12500 カラー撮影 18.4k㎡

大阪府 島本町 H20.12.9 固定資産
地上画

素寸法8
㎝

カラー撮影  16.8km 大阪府　　島本町 (株)パスコ

H21.3.31 空　三  16.8km
500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ  16.8km

大阪府 枚方市 H20.12.29 固定資産
地上画
素寸法

12㎝
カラー撮影 65.1k㎡ 大阪府　　枚方市 朝日航洋(株)

H21.3.31 空　三 65.1k㎡

大阪府 松原市 H20.12.19 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 16.7k㎡ 大阪府　　松原市 (株)パスコ

H21.3.9 同時調整 16.7k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 16.7k㎡

大阪府 吹田市 H20.12.10 地籍調査 ４級 基準点   109点 大阪府　　吹田市 (株)パスコ
H21.3.31

大阪府 高槻市 H21.1.30 道路台帳 ３級 基準点   2点 大阪府　　高槻市 (株)サン測量設計事務所
H21.3.31 ４級 基準点   104点

大阪府 富田林市 H20.11.5 都市計画 2500 数値図修正 84.0k㎡ 大阪府 国際航業(株)
大阪狭山市 H21.3.19
千早赤阪村
河内長野市
河南町
太子町
羽曳野市
堺市

大阪府 島本町 H21.1.20 地盤変動調査 ２級 水　準  12.4km 大阪府　　島本町 国際航業(株)
H21.3.31

大阪府 茨木市 H21.1.19 基準点設置 ２級 基準点   4点 大阪府　　茨木市 (株)パスコ
H21.3.25 ２級改 基準点   4点

大阪府 高槻市 H21.1.30 道路台帳 ４級 基準点   156点 大阪府　　高槻市 (株)パスコ
H21.3.19
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大阪府 豊中市 H20.12.8 基準点 ３級 基準点   4点 大阪府　　豊中市 (株)ＧＩＳ関西
H21.3.31 ３級改 基準点   4点

簡級 水　準  0.4km
大阪府 高槻市 H20.12.26 道路台帳 500 数値図化 0.4k㎡ 大阪府　　高槻市 (株)パスコ

H21.3.19
大阪府 高槻市 H21.2.13 道路台帳 ４級 基準点   5点 大阪府　　高槻市 (株)ＧＩＳ関西

H21.3.19 250 平板・修正 0.1k㎡
500 写測図化 0.3k㎡

大阪府 豊中市 H20.11.1 総合計画 500 数値図修正 0.2k㎡ 大阪府　　豊中市 (株)パスコ
H21.3.31

大阪府 堺市 H21.2.16 基準点設置 ３級 基準点   1点 大阪府　　堺市 (株)ティーネットジャパン
H21.3.18

大阪府 茨木市 H20.5.16 道路計画 ３級 基準点   21点 大阪府茨木土木事務所 (株)北斗エンジニアリング
H21.3.15

大阪府 大阪市 H20.12.12 河川管理 ２級 基準点   16点
近畿地方整備局淀川河
川事務所

(株)淀川アクテス

守口市 H21.3.23 ３級 基準点   72点
茨木市 ２級 水　準  10.9km
摂津市 ３級 縦横断  47.3km
高槻市
寝屋川市
枚方市
島本町
八幡市

大阪府 高槻市 H21.2.13 河川管理 ３級 基準点   2点 大阪府茨木土木事務所 (株)森本測量設計
H21.3.15 ４級 基準点   4点

大阪府 大阪市 H21.1.22 道路台帳 500 数値図修正 0.4k㎡
近畿地方整備局大阪国
道事務所

(株)パスコ

堺市 H21.3.20
和泉市
泉佐野市
貝塚市
泉大津市
和泉市
池田市
豊中市
箕面市

大阪府 高槻市 H21.3.1 道路台帳 ４級 基準点   5点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所
H21.3.31

大阪府 和泉市 H21.2.2 都市計画 ２級 基準点   2点 大阪府鳳土木事務所 泉北測量設計事務所
H21.3.13 ３級 基準点   2点

大阪府 大阪市 H21.2.23 基準点設置 ３級 基準点   5点 大阪府　　大阪市 大阪市
H21.3.31

大阪府 高槻市 H21.3.1 道路台帳 ４級 基準点   5点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所
H21.3.31

大阪府 河内長野市 H21.2.19 基準点設置 ３級 基準点   1点 大阪府　　河内長野市 (株)西川測量設計
H21.4.30 ４級 基準点   2点

大阪府 東大阪市 H21.2.23 基準点設置 ２級 基準点   2点 大阪府　　東大阪市 (株)イシヤマエンジニアリング
H21.4.30 ３級 基準点   68点

大阪府 貝塚市 H21.3.23 基準点設置 ３級 基準点   1点 大阪府　　貝塚市 阪南エンジニヤリング(株)
H21.4.30

大阪府 高槻市 H21.3.30 道路台帳 ４級 基準点   24点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所
H21.4.30

大阪府 池田市 H21.5.11 境界確定 ４級 基準点   12点
独立行政法人都市再生
機構西日本支社

晃和調査設計(株)

H21.9.16

大阪府 岸和田市 H21.4.30 基準点設置 ３級 基準点   1点 大阪府　　岸和田市 本州コンサルタント(株)

H21.5.18
大阪府 八尾市 H21.5.15 基準点 ２級 基準点   1点 大阪府　　八尾市 (有)アトラスプラン

H21.7.31

大阪府 富田林市 H21.6.1 基準点設置
街区多

角点
基準点   1点 大阪府　　富田林市 (株)富田林測量設計事務所

H21.6.19
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大阪府 大阪市 H21.3.7 河川計画 2500 数値図化 12.4k㎡
近畿地方整備局大和川
河川事務所

国際航業(株)

堺市 H21.7.31 2500 数値図修正 68.7k㎡
松原市
八尾市
藤井寺市
柏原市

奈良県 三郷町
王寺町
上牧町
安堵町
斑鳩町
河合町
三宅町
川西町
大和郡山市

大阪府 高槻市 H21.6.8 道路台帳 ３級 基準点   2点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所
H21.6.30 ４級 基準点   24点

大阪府 高槻市 H21.6.25 道路台帳 ４級 基準点   17点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所
H21.6.30

大阪府 高槻市 H21.6.25 道路計画 ４級 基準点   37点
独立行政法人都市再生
機構西日本支社

南大阪コンサルタント(株)

H21.8.31 ４級 水　準  3.0km
大阪府 富田林市 H21.6.30 面積調査 12500 カラー撮影 461.0k㎡ 近畿農政局 (株)パスコ
京都府 宇治市 H21.8.21 同時調整 461.0k㎡

八幡市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 461.0k㎡
和歌山県 橋本市

白浜町

大阪府 守口市 H20.9.30 固定資産
地上画

素寸法8
㎝

数値撮影 12.7k㎡ 大阪府　　守口市 (株)パスコ

H21.9.30 同時調整 12.7k㎡
500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.7k㎡

大阪府 阪南市 H21.6.30 道路計画 ３級 基準点   1点
近畿地方整備局浪速国
道事務所

(株)アワジテック

H21.7.15
大阪府 茨木市 H21.8.20 土地区画整理 ３級 基準点   5点 タマホーム株式会社 テック・プランニング(株)

H21.12.20 (有)アクト創研
大阪府 阪南市 H21.8.31 地籍調査 FKP 基準点   1点 大阪府　　阪南市 (株)ＧＩＳ関西

H21.9.30

大阪府 大阪市 H21.8.26
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.3k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)イシヤマエンジニアリング

H21.12.1
大阪府 高槻市 H21.8.28 道路台帳 ４級 基準点   8点 大阪府　　高槻市 (株)平野測量設計事務所

H21.10.15
大阪府 高槻市 H21.10.1 道路台帳 ４級 基準点   5点 大阪府　　高槻市 川上測量設計事務所

H21.11.30
大阪府 豊中市 H21.10.21 道路台帳 500 数値図修正 36.6k㎡ 大阪府　　豊中市 (株)パスコ

H22.3.31 500 その他 0.1k㎡

兵庫県 豊岡市 H18.1.30 河川管理 ３級 水　準  40.1km
近畿地方整備局豊岡河
川国道事務所

(株)ウエスコ

H18.3.10

兵庫県 神戸市 H19.7.27 砂防計画 ３級 基準点   6点
近畿地方整備局六甲砂
防事務所

(株)共栄テック

H20.3.10
兵庫県 宝塚市 H19.12.10 総合計画 ２級 基準点   9点 兵庫県阪神北県民局 幸陽測量設計(株)

H20.2.29

兵庫県 尼崎市 H20.2.10 地盤変動調査 １級 水　準
 99.0km

124点
兵庫県　　尼崎市 阪神測量(株)

H20.3.31
兵庫県 尼崎市 H20.3.20 総合計画 ４級 基準点   20点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)

H20.4.30
兵庫県 姫路市 H20.6.24 総合計画 2500 数値図化 77.9k㎡ 兵庫県　　姫路市 (株)パスコ

H21.3.10 2500 数値図修正 25.6k㎡

兵庫県 淡路市 H20.7.10 農林基盤図 16000 カラー撮影 651.0k㎡
兵庫県土地改良事業団
体連合会

朝日航洋(株)

淡路市 H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 651.0k㎡
洲本市
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兵庫県 加古川市 H20.7.10 農林基盤図 10000 カラー撮影
1879.8

k㎡
兵庫県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

加西市 H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1879.8

k㎡
小野市
姫路市
篠山市
明石市
神河町
三木市
市川町
多可町
三田市
神戸市

京都府 福知山市
兵庫県 加東市

稲美町
丹波市
高砂市

兵庫県 豊岡市 H20.7.10 農林基盤図 12500 カラー撮影
1419.0

k㎡
兵庫県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

養父市 H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1419.0

k㎡
朝来市
香美町

兵庫県 尼崎市 H20.4.21 総合計画 ４級 基準点   41点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.4.21 総合計画 ４級 基準点   12点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.8.22 総合計画 ４級 基準点   15点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.8.22 総合計画 ４級 基準点   17点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.8.22 総合計画 ４級 基準点   25点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.3.31

兵庫県 三田市 H20.7.22 ほ場整備 ２級 基準点   4点
砥石川土地改良事業共
同施行

兵庫県土地改良事業団体連合会

H21.3.18 ３級 基準点   10点
４級 基準点   34点
500 その他 0.2k㎡

兵庫県 尼崎市 H20.9.22 都市計画 ４級 基準点   35点
尼崎市常松土地区画整
理組合

幸陽測量設計(株)

H21.6.30 500 その他 0.2k㎡
兵庫県 姫路市 H20.6.24 総合計画 10000 カラー撮影 130.0k㎡ 兵庫県　　姫路市 国際航業(株)

H21.3.10 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 124.0k㎡
1000 数値図化 65.0k㎡

兵庫県 南あわじ市 H20.9.12
土地改良確定
測量

２級 基準点   6点 大日川土地改良区 （株）平成技術コンサルタント

H21.3.17 ３級 基準点   20点
４級 基準点   123点
500 その他 0.7k㎡

兵庫県 神戸市 H20.10.1 道路台帳 ３級 基準点   1点 兵庫県　　神戸市 山本設計工務(株)
H20.11.30

兵庫県 神戸市 H20.8.20
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.2k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

(株)アスコ

H20.12.8

兵庫県 太子町 H20.8.22
都市再生街区
基本調査

街区点 基準点 0.2k㎡
国土交通省土地・水資源
局国土調査課

京都測量設計協同組合

H20.11.11
兵庫県 西宮市 H20.6.20 総合計画 500 平板・修正 0.1k㎡ 兵庫県　　西宮市 (株)ジオテクノ関西

H21.3.31 10000 カラー撮影 100.2k㎡ アジア航測(株)
2500 数値図化 100.2k㎡
500 数値図化 100.2k㎡
250 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 100.2k㎡

5000 カラー撮影 100.2k㎡
兵庫県 豊岡市 H20.10.27 地盤変動調査 １級 水　準  19.2km 兵庫県　　豊岡市 (株)パスコ

H21.1.13
兵庫県 朝来市 H20.11.10 森林計画 5000 座標変換 25.3k㎡ 兵庫県 写測エンジニアリング（株）

H21.3.31 5000 写測修正 25.3k㎡
兵庫県 尼崎市 H20.11.17 総合計画 ４級 基準点   79点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)

H21.3.31
兵庫県 南あわじ市 H20.11.25 座標変換 ２級 基準点   2点 兵庫県　　南あわじ市 (株)平成技術コンサルタント

H21.3.17 ３級 基準点   8点
兵庫県 尼崎市 H20.11.26 総合計画 ３級 基準点   27点 兵庫県　　尼崎市 竹川測量事務所

H21.1.30 ３級 基準点   18点
兵庫県 芦屋市 H20.12.19 固定資産 4000 カラー撮影 18.5k㎡ 兵庫県　　芦屋市 (株)パスコ

H21.2.28 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.5k㎡
空　三 18.5k㎡

兵庫県 神戸市 H20.12.25 道路台帳 ３級 基準点   1点 兵庫県　　神戸市 扇コンサルタンツ(株)
H21.1.31
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兵庫県 尼崎市 H21.1.19 土地区画整理 ４級 基準点   21点 兵庫県　　尼崎市 （株）ワールド
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.12.17 総合計画 ４級 基準点   80点 兵庫県　　尼崎市 竹川測量事務所
H21.3.31

兵庫県 南あわじ市 H20.12.22 土地改良 ３級 基準点   9点 兵庫県　　南あわじ市 (株)平成技術コンサルタント
H21.3.19 ４級 基準点   32点

兵庫県 神戸市 H20.12.20 不動産登記 ４級 基準点   166点 神戸地方法務局 高橋測量
H21.3.31

兵庫県 尼崎市 H20.12.25 固定資産等 4000 カラー撮影 49.8k㎡ 兵庫県　　尼崎市 (株)パスコ
H21.2.28 空　三 49.8k㎡

兵庫県 宝塚市 H20.12.20 固定資産 10000 カラー撮影 101.7k㎡ 兵庫県　　宝塚市 朝日航洋(株)
H21.3.31 4000 カラー撮影 43.9k㎡

兵庫県 南あわじ市 H21.1.5 ほ場整備 ２級 基準点   1点 兵庫県　　南あわじ市 丸一調査設計(株)
H21.3.15 ３級 基準点   7点

４級 基準点   21点
500 その他 0.9k㎡

兵庫県 神戸市 H21.1.14 宅地開発 ２級 基準点   5点 兵庫県　　神戸市 (株)新土木開発コンサルタント
H21.3.31 ３級 基準点   6点

500 その他
3.0k㎡ 1

点

1000 その他
5.0k㎡ 1

点
兵庫県 南あわじ市 H21.1.5 地籍調査 ３級 基準点   5点 兵庫県　　南あわじ市 (株)平成技術コンサルタント

H21.3.16 ４級 基準点   25点
兵庫県 宝塚市 H20.12.15 総合計画 ２級 基準点   3点 兵庫県阪神北県民局 幸陽測量設計(株)

H21.3.13
兵庫県 南あわじ市 H21.1.13 ほ場整備 ４級 基準点   41点 兵庫県　　南あわじ市 近畿測量(株)

H21.3.19 500 その他 0.2k㎡
兵庫県 三田市 H21.1.10 地籍調査 ２級 基準点   2点 兵庫県　　三田市 南海測量設計(株)

H21.3.10 ４級 基準点   88点
兵庫県 丹波市 H20.12.16 道路台帳 1000 座標変換 685.9k㎡ 兵庫県　　丹波市 (株)かんこう

H21.3.16 1000
既成図数値
化

685.9k㎡

兵庫県 南あわじ市 H21.1.29 ほ場整備 ４級 水　準  9.3km 兵庫県　　南あわじ市 (株)パスコ
H21.3.19 1000 数値図化 0.5k㎡

1000 数値図修正 0.5k㎡
兵庫県 神戸市 H21.2.4 道路台帳 ３級 基準点   1点 兵庫県　　神戸市 扇コンサルタンツ(株)

H21.3.31

兵庫県 神戸市 H21.2.5
航空レーザー
測量

1000 航空レーザ 101.0k㎡
近畿地方整備局六甲砂
防事務所

アジア航測(株)

西宮市 H21.3.30
芦屋市
宝塚市

兵庫県 神戸市 H21.2.12 道路台帳 ３級 基準点   5点 兵庫県　　神戸市 (株)コーワ測量設計
H21.3.15

兵庫県 神河町 H21.2.24
基本地形図整
備

1000 座標変換 26.3k㎡ 兵庫県　　神河町 アジア航測(株)

H21.3.25 500 座標変換 10.5k㎡

1000
既成図数値
化

26.3k㎡

500
既成図数値
化

10.5k㎡

1000 数値図化 36.6k㎡

兵庫県 加古川市 H21.2.17 基準点設置 ３級 基準点   3点 兵庫県　　加古川市 加古土木測量設計(株)

H21.3.25
兵庫県 尼崎市 H21.3.10 総合計画 ３級 基準点   1点 兵庫県　　尼崎市 (有)エイド

H21.3.31
兵庫県 芦屋市 H21.2.16 都市計画 500 数値図化 18.5k㎡ 兵庫県　　芦屋市 (株)パスコ

H21.3.31 500 数値図修正 18.5k㎡
兵庫県 神戸市 H21.2.25 総合計画 5000 カラー撮影 6.5k㎡ 兵庫県　　神戸市 朝日航洋(株)

H21.3.15 500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.5k㎡
5000 空　三 6.5k㎡

兵庫県 豊岡市 H21.3.15 総合計画 １級 基準点   2点 北但行政事務組合 (株)エイトコンサルタント
H21.5.15 ３級 基準点   3点

４級 基準点  
500 平　板 0.2k㎡

兵庫県 加東市 H21.3.2 ほ場整備 １級 基準点   6点 兵庫県　　加東市 (株)昭和測量設計
H21.4.30 ３級 基準点   22点

兵庫県 尼崎市 H21.3.24 総合計画 ３級 基準点   2点 兵庫県　　尼崎市 (株)阪和測量設計事務所
H21.4.23

兵庫県 西宮市 H21.3.24 道路台帳 境界点 座標変換   1482点 兵庫県　　西宮市 （株）ＧＥＯソリューションズ
H21.4.30

兵庫県 西宮市 H21.3.23 道路台帳 境界点 座標変換   1394点 兵庫県　　西宮市 （株）ＧＥＯソリューションズ
H21.4.30

兵庫県 尼崎市 H21.4.6 総合計画 ４級 基準点   48点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.6.30
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近畿地方
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 明石市 H21.4.28 土地区画整理 ３級 基準点   4点
明石市長坂寺土地区画
整理組合設立準備会

幸陽測量設計(株)

H21.7.31 500 平　板 0.1k㎡
兵庫県 尼崎市 H21.5.11 総合計画 ４級 基準点   18点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)

H21.6.30
兵庫県 尼崎市 H21.4.6 総合計画 ４級 基準点   73点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)

H21.6.30
兵庫県 尼崎市 H21.5.13 総合計画 ４級 基準点   3点 兵庫県　　尼崎市 (株)ハンワ

H21.7.31

兵庫県 神戸市 H21.5.25 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)淀川アクテス

H21.6.30
兵庫県 尼崎市 H21.5.27 総合計画 ４級 基準点   9点 兵庫県　　尼崎市 (株)ハンワ

H21.8.31
兵庫県 尼崎市 H21.6.1 総合計画 ４級 基準点   31点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)

H21.6.30

兵庫県 姫路市 H21.6.24 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)兵庫コンサルタント

H21.9.30

兵庫県 上郡町 H21.6.29 下水道計画
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 150.3k㎡ 兵庫県　　上郡町 (株)ウエスコ

H22.3.20 同時調整 150.3k㎡
500 数値図化 0.1k㎡

兵庫県 加東市 H21.7.1 ほ場整備 ２級 基準点   6点 兵庫県北播磨県民局 丸一調査設計(株)
H22.3.15 ３級 基準点   13点

４級 基準点   50点
500 その他 0.3k㎡

兵庫県 神戸市 H21.7.16 宅地開発 ３級 基準点   11点 兵庫県　　神戸市 (株)関西エンジニヤリング
H21.11.30

兵庫県 西宮市 H21.7.9 基準点設置 ３級 基準点   1点 兵庫県　　西宮市 (株)GEOソリューションズ
H21.7.30

兵庫県 尼崎市 H21.7.8 総合計画 ４級 基準点   33点 兵庫県　　尼崎市 勝和測量設計(株)
H21.9.5

兵庫県 淡路市 H21.5.30 座標変換 ２級 座標変換   3点 兵庫県　　淡路市 (株)八州
H21.11.30 ３級 座標変換   50点

４級 座標変換   65点
兵庫県 尼崎市 H21.8.17 土地区画整理 ４級 基準点   28点 兵庫県　　尼崎市 幸陽測量設計(株)

H21.11.17 その他 0.2k㎡
兵庫県 明石市 H21.8.10 基準点設置 ３級 基準点   1点 兵庫県　　明石市 (株)関工エンジニア

H21.8.31
兵庫県 尼崎市 H21.9.1 総合計画 ４級 基準点   36点 兵庫県　　尼崎市 緑地測建(株)

H22.3.23
兵庫県 神戸市 H21.9.1 宅地開発 ２級 基準点   1点 兵庫県　　神戸市 (株)関西エンジニヤリング

H21.9.15 ３級 基準点   3点
兵庫県 猪名川町 H21.8.31 砂防計画 ３級 基準点   3点 兵庫県阪神北県民局 (株)アスコ

H22.2.2
兵庫県 尼崎市 H21.9.24 総合計画 ４級 基準点   42点 兵庫県　　尼崎市 (株)ハンワ

H21.11.20
兵庫県 太子町 H21.10.1 土地区画整理 ３級 基準点   4点 兵庫県　　太子町 玉野総合コンサルタント(株)

H21.12.25 ４級 基準点   19点
兵庫県 姫路市 H21.11.18 基準点設置 ３級 基準点   1点 兵庫県　　姫路市 (株)オキヅカ測量設計事務所

H21.12.21
兵庫県 芦屋市 H21.12.21 地質調査 ４級 基準点   69点 兵庫県　　芦屋市 (株)アイコン

H22.3.19

奈良県 生駒市 H19.12.10 土地区画整理 ３級 基準点   3点
生駒市東白庭土地区画
整理組合

(株)新都市二十一

H19.12.25 ４級 基準点   35点
500 平　板 0.1k㎡

奈良県 吉野町 H20.2.21 森林計画 5000 数値図修正 7.9k㎡ 奈良県 写測エンジニアリング（株）
川上村 H20.3.21

奈良県 橿原市 H18.10.2 土地区画整理 ４級 基準点   20点 奈良県　　橿原市 (株)オオバ
H20.6.30

奈良県 香芝市 H20.4.25
都市計画、固

定資産

地上画
素寸法

12㎝
カラー撮影 24.2k㎡ 奈良県　　香芝市 アジア航測(株)

H20.8.31

奈良県 橿原市 H20.7.4 土地改良 ３級 基準点   2点
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所

(株)三祐コンサルタンツ

H21.3.31
奈良県 奈良市 H20.7.1 河川計画 ２級 水　準  13.1km 奈良県奈良土木事務所 (株)シードコンサルタント

H20.8.30
奈良県 奈良市 H20.6.30 道路計画 ４級 基準点   4点 奈良県奈良土木事務所 (株)本田測量設計

H20.8.22
奈良県 十津川村 H20.8.11 ＧＩＳ 10000 カラー撮影 672.4k㎡ 奈良県　　十津川村 （株）石原ソフトエンジニアリング

H20.12.20 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 672.4k㎡
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奈良県 橿原市 H20.8.19 総合計画 10000 カラー撮影 39.5k㎡ 奈良県　　橿原市 国際航業(株)
H21.3.19 2500 数値図修正 39.5k㎡

10000 数値図修正 39.5k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 39.5k㎡

奈良県 葛城市 H20.9.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所

内外エンジニアリング(株)

香芝市 H20.11.30
奈良県 広陵町 H20.8.21 都市計画 2500 数値図修正 16.3k㎡ 奈良県　　広陵町 写測エンジニアリング（株）

H21.3.25
奈良県 東吉野村 H20.9.22 道路計画 １級 基準点   3点 奈良県宇陀土木事務所 中本測量設計事務所

H20.11.28
奈良県 宇陀市 H20.9.22 道路計画 １級 基準点   2点 奈良県宇陀土木事務所 中本測量設計事務所

H20.11.28

奈良県 五條市 H20.9.10
急傾斜地崩壊
対策

１級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 エムケイ測量

H20.11.12 ３級 基準点   3点
４級 基準点   16点
500 平板・修正 0.1k㎡

奈良県 奈良市 H20.9.24 固定資産 8000 カラー撮影 276.8k㎡ 奈良県　　奈良市 アジア航測(株)
H21.2.27

奈良県 十津川村 H20.9.29
急傾斜地崩壊
対策

１級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 (株)松嶋測量

H21.1.13 ３級 基準点   6点

奈良県 十津川村 H20.9.26
急傾斜地崩壊
対策

１級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 ワーク測量設計

H20.12.26 ３級 基準点   6点
奈良県 赤穂市 H20.10.15 土地区画整理 ２級 基準点   6点 兵庫県　　赤穂市 昭和(株)

H21.3.25 ３級 基準点   5点
４級 基準点   19点

奈良県 五條市 H20.9.29
急傾斜地崩壊
対策

２級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 トップ技術コンサルタント(株)

H21.1.13 ３級 基準点   3点
４級 基準点   71点

奈良県 明日香村 H20.11.25 土地改良 ３級 基準点   3点
近畿農政局大和紀伊平
野農業水利事務所

(株)ウエスコ

H21.3.23
奈良県 奈良市 H20.12.5 その他 ３級 基準点   2点 奈良県奈良土木事務所 (株)三栄測量設計

H21.2.27 ４級 基準点   17点
奈良県 五條市 H20.11.20 道路改良事業 ２級 基準点   2点 奈良県五條土木事務所 (有)クライス技研

H21.3.27

奈良県 奈良市 H20.11.17 ほ場整備 １級 基準点   9点
奈良県北部農林振興事
務所

良県土地改良事業団体連合会

H21.3.20 ２級 基準点   7点
３級 基準点   3点

改算 基準点   31点

奈良県 天理市 H20.9.18 ほ場整備 ４級 基準点   20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

H20.12.18

奈良県 奈良市 H20.9.8 ほ場整備 ４級 基準点   55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

H21.2.20
奈良県 大淀町 H20.12.25 都市計画 10000 カラー撮影 38.1k㎡ 奈良県　　大淀町 国際航業(株)

H21.3.27 空　三 38.1k㎡
2500 数値図化 38.1k㎡
1000 編　集 38.1k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 38.1k㎡

奈良県 奈良市 H20.12.14 道路計画 ３級 基準点   4点 奈良県奈良土木事務所 (株)日立工営
H21.2.27

奈良県 五條市 H20.12.8 道路計画 ２級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 (株)大和測量設計事務所
H21.3.27 ３級 基準点   4点

500 平　板 0.1k㎡
奈良県 上北山村 H20.12.2 砂防計画 １級 基準点   2点 奈良県吉野土木事務所 （株）大和測量設計事務所

H21.3.13 ４級 基準点   13点
奈良県 生駒市 H21.1.13 河川計画 8000 カラー撮影 31.1k㎡ 奈良県郡山土木事務所 (株)かんこう

H21.3.19 空　三 31.1k㎡
奈良県 奈良市 H21.1.26 土地区画整理 ２級 基準点   3点 奈良県　　奈良市 (株)シードコンサルタント

H21.3.31

奈良県 橿原市 H21.2.9 道路台帳 500 平板・修正
0.1k㎡
7.8km

奈良県　　橿原市 アジア航測(株)

H21.3.28 500 数値図修正
0.1k㎡
7.8km

奈良県 大淀町 H21.2.10 道路計画 ３級 基準点   3点 奈良県吉野土木事務所 エムケイ測量
H21.3.27

奈良県 安堵町 H21.1.20 河川管理 ２級 基準点   21点
近畿地方整備局大和川
河川事務所

(株)淀川アクテス

大和郡山市 H21.3.10 ３級 基準点   77点
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奈良県 奈良市 H21.2.3 道路計画 ３級 基準点   3点 奈良県奈良土木事務所 (株)ソクセン
H21.3.25 ４級 基準点   12点

500 平　板 0.1k㎡
500 路　線 0.4k㎡

奈良県 奈良市 H21.3.24 道路計画 ３級 基準点   4点 奈良県奈良土木事務所 丸善測量事務所
H21.6.30 ４級 基準点   9点

奈良県 曽爾村 H21.2.16 道路計画 １級 基準点   3点 奈良県宇陀土木事務所 共同エンジニア
H21.6.30

奈良県 御所市 H21.4.10 道路計画 ３級 基準点   5点 奈良県高田土木事務所 ワーク測量設計
H21.6.30

奈良県 平群町 H21.4.20 道路台帳 ２級 水　準
 10.2km

8点
奈良県　　平群町 内外エンジニアリング(株)

H21.8.31

奈良県 香芝市 H21.4.30 総合計画
地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 24.2k㎡ 奈良県　　香芝市 アジア航測(株)

H21.6.30 同時調整 24.2k㎡
奈良県 三郷町 H21.5.12 都市計画 2500 数値図修正 8.8k㎡ 奈良県　　三郷町 (株)かんこう

H21.9.30

奈良県 奈良市 H21.7.10 ほ場整備 ３級 基準点   2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

H22.2.26 ４級 基準点   45点

奈良県 五條市 H21.7.8
急傾斜地崩壊
対策

３級 基準点   3点 奈良県五條土木事務所 三輪測量設計事務所

H21.12.7

奈良県 斑鳩町 H21.7.17 道路計画
地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 17.7k㎡

近畿地方整備局奈良国
道事務所

(株)かんこう

H21.11.13 同時調整 17.7k㎡
1000 数値図化 3.2k㎡

和歌山県 和歌山市 H19.1.18 河川管理 10000 カラー撮影 245.8k㎡ 和歌山県 (株)南紀航測センター
海南市 H19.3.31 空　三   44Ｍ
紀美野町 2500 数値図化 10.0k㎡

2500 数値図修正 14.5k㎡
和歌山県 かつらぎ町 H20.11.1 森林計画 5000 座標変換 50.0k㎡ 和歌山県 (株)南紀航測センター

H21.2.27 5000 写測修正 50.0k㎡

和歌山県 橋本市 H20.10.23 道路台帳 ２級 基準点   12点
近畿地方整備局和歌山
河川国道事務所

(株)共栄テック

和歌山市 H21.3.21 ４級 基準点   127点
海南市 ３級 水　準 7.1k㎡

250 その他   18点
和歌山県 和歌山市 H20.12.1 その他 ４級 基準点   92点 和歌山地方法務局 嶌村登記測量事務所

H21.2.28 500 白地図等 0.2k㎡

和歌山県 和歌山市 H21.1.5 河川管理 ２級 水　準  11.7km
近畿地方整備局和歌山
河川国道事務所

和建技術(株)

H21.3.31

和歌山県 御杖村 H21.1.16 砂防計画 1000 航空レーザ 233.0k㎡
近畿地方整備局木津川
上流河川事務所

中日本航空(株)

三重県 伊賀市 H21.3.20
和歌山県 和歌山市 H20.10.26 下水道台帳 ３級 水　準  22.4km 和歌山県　和歌山市 アジア航測(株)

H21.3.25 500
既成図数値
化

1.0k㎡

500 数値図修正 1.9k㎡
和歌山県 和歌山市 H21.5.2 都市計画 12500 カラー撮影 7.6k㎡ 和歌山県　和歌山市 アジア航測(株)

H21.10.28 2500 数値図修正 7.6k㎡
和歌山県 田辺市 H21.7.21 道路計画 1000 数値図化 0.3k㎡ 和歌山県 アジア航測(株)

H21.9.28
和歌山県 田辺市 H21.8.19 道路計画 1000 数値図化 0.1k㎡ 和歌山県 アジア航測(株)

H21.10.21
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中国地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

鳥取県 米子市 H18.8.30 基盤図作成 500 数値図化 132.2k㎡ 鳥取県　　米子市 アジア航測(株)
H20.12.31 2500 数値図修正 132.2k㎡

鳥取県 大山町 H19.7.10 道路台帳 １級 基準点   4点
中国地方整備局倉吉河
川国道事務所

(株)ウエスコ

H20.2.29 ３級 基準点   3点
４級 基準点   7点
４級 水　準  7.8km

鳥取県 北条町 H20.9.18 ほ場整備 ２級 基準点   5点 北条町土地改良区 鳥取県土地改良事業団体連合会
H21.3.31

鳥取県 北条町 H20.9.12 ほ場整備 ２級 座標変換   4点 北条町土地改良区 鳥取県土地改良事業団体連合会
H21.3.31

鳥取県 鳥取市 H20.9.20
郷土視覚定点
資料の作成

20000 カラー撮影
1457.3

k㎡
鳥取県立博物館 (株)パスコ　鳥取営業所

米子市 H21.3.20
倉吉市
境港市
三朝町
日南町
江府町

鳥取県 大山町 H20.10.3 道路敷地調査 １級 基準点   5点
国土交通省中国地方整
備局　倉吉河川国道事務
所

アサヒコンサルタント(株)

H21.3.31 ３級 基準点   6点
４級 基準点   8点
４級 水　準  8.5km

鳥取県 鳥取市 H21.1.21
道路工事に伴
う3級基準点
の移設

３級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　鳥取河川国道事務
所

(株)ヒロコン

H21.3.31

鳥取県 若桜町 H21.3.1
国道の維持管
理

１級 基準点   2点
国土交通省中国地方整
備局　鳥取河川国道事務
所

シンワ技研コンサルタント(株)

H21.3.31

鳥取県 鳥取市 H21.3.13 河川管理 12500 カラー撮影 259.0k㎡
国土交通省中国地方整
備局　鳥取河川国道事務
所

(株)パスコ　鳥取営業所

H21.3.31 2500 数値図化 28.0k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 259.0k㎡

鳥取県 米子市 H21.3.17 固定資産
地上画
素寸法
6.25㎝

数値撮影 132.2k㎡ 鳥取県　米子市 アジア航測(株) 出雲営業所

H21.3.31
鳥取県 日野町 H21.5.11 道路計画 ２級 基準点   3点 鳥取県日野総合事務所 シンワ技研コンサルタント(株)

H21.8.28

鳥取県 鳥取市 H21.5.20 森林計画
地上画
素寸法

30㎝
数値撮影 847.0k㎡ 鳥取県 国際航業

八頭町 H21.12.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 847.0k㎡
若桜町
智頭町

鳥取県 鳥取市 H21.6.16 道路計画 ２級 基準点   10点
国土交通省中国地方整
備局　鳥取河川国道事務
所

アサヒコンサルタント(株)

H21.8.31 ３級 基準点   11点
３級 水　準  24.2km

鳥取県 北栄町 H21.7.31 ほ場整備 ４級 基準点 0.1k㎡ 北条水系土地改良区 鳥取県土地改良事業団体連合会
H22.3.31

鳥取県 鳥取市 H21.8.3 確定測量 ２級 基準点   2点 鳥取県東部総合事務所 (株)山陰都市開発研究所
H21.11.27

鳥取県 米子市 H21.7.3 土地確定測量 １級 座標変換   1点 中国四国防衛局 ダイホーコンサルタント(株)
境港市 H21.9.30 ３級 基準点   2点

鳥取県 米子市 H21.10.5 海岸保全 ３級 基準点   2点
国土交通省中国地方整
備局　日野川河川事務所

西谷技術コンサルタント(株)

H21.11.30 ３級 水　準   2点
鳥取県 岩美町 H21.10.5 都市計画 10000 カラー撮影 93.9k㎡ 鳥取県　岩美町 アサヒコンサルタント(株)

H21.12.25 2500 座標変換 45.1k㎡
2500 数値図修正 9.0k㎡

島根県 浜田市 H19.6.21 地形図作成 4000 数値撮影 60.0k㎡ 島根県　　浜田市 (株)パスコ
H20.12.31 8000 数値撮影 689.5k㎡

1000 数値図化 689.5k㎡
2500 数値図化 16.9k㎡
5000 数値図化 404.6k㎡
2500 数値図修正 268.0k㎡

島根県 大田市 H19.6.10 道路計画 ２級 基準点   6点
中国地方整備局松江国
道事務所

(株)エイトコンサルタント

H19.11.30 ３級 基準点   9点 出雲グリーン(株)
３級 水　準  7.7km

測量地域 事業量
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島根県 益田市 H19.12.6 道路計画 1000 航空レーザ 1.7k㎡
中国地方整備局浜田河
川国道事務所

国際航業(株)

津和野町 H20.3.31

島根県 出雲市 H20.6.1 土地区画整理 ３級 基準点   5点
出雲市湖陵町板津土地
区画整理組合設立準備
委員会

(株)古川コンサルタント

H20.12.31 ４級 基準点   31点

島根県  H20.9.29 土地改良
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

6361.0
k㎡

島根県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)　出雲営業所

H21.3.13 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
6361.0

k㎡

島根県 松江市 H20.10.7 道路管理 5000 カラー撮影 41.4k㎡
国土交通省中国地方整
備局　松江国道事務所

(株)パスコ　島根営業所

出雲市 H21.1.30 500 数値図化 0.5k㎡
１級 基準点   4点

島根県 江津市 H20.10.23
河川計画・河
川管理

2500 座標変換 68.5k㎡
国土交通省中国地方整
備局　浜田河川国道事務
所

国際航業(株)　山陰営業所

川本町 H21.3.27 12500 数値撮影 222.9k㎡
美郷町 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 222.9k㎡
邑南町 2500 数値図化 68.5k㎡

島根県 大田市 H20.11.26
亡失基準点の
再設

１級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　松江国道事務所

シンワ技研コンサルタント(株)

H21.3.31

島根県 浜田市 H20.12.5 ダム計画 ２級 基準点   11点
島根県浜田河川総合開
発事務所

益美コンサルタント(株)

益田市 H21.3.31 ３級 基準点   35点

島根県 雲南市 H20.12.5
大木原土地区
画整理事業

２級 基準点   4点 島根県　雲南市 復建調査設計(株)

H21.3.19 ３級 基準点   5点
４級 基準点   60点

島根県 雲南市 H20.12.9 ほ場整備 ２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

H21.3.27 ３級 基準点   12点
４級 基準点   26点

島根県 雲南市 H20.12.9 ほ場整備 ２級 基準点   2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

H21.3.27 ３級 基準点   11点
４級 基準点 0.1k㎡

島根県 雲南市 H20.12.9 ほ場整備 ３級 基準点   2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

H21.3.27 ４級 基準点   7点

島根県 飯南町 H20.12.12 ダム管理 10000 カラー撮影 31.3k㎡
国土交通省中国地方整
備局　斐伊川・神戸川総
合開発工事事務所

(株)パスコ 島根営業所

H21.2.27 2500 数値図化 4.0k㎡
1000 航空レーザ 31.3k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 27.5k㎡

島根県 浜田市 H20.12.25 道路計画 ３級 基準点   4点
島根県浜田県土整備事
務所

出雲グリーン(株)

H21.3.19

島根県 浜田市 H21.1.30 ダム計画 1000 航空レーザ
16.0k㎡

 4点
島根県浜田河川総合開
発事務所

（株）エイテック 中国支社

益田市 H21.3.23

島根県 松江市 H21.2.2 河川管理 ３級 水　準  17.9km
国土交通省中国地方整
備局　出雲河川事務所

出雲グリーン(株)

H21.3.31

島根県 益田市 H21.2.12 防災計画 2500 座標変換 12.8k㎡
国土交通省中国地方整
備局　浜田河川国道事務
所

国際航業(株) 山陰営業所

H21.3.27 2500 数値図修正 12.8k㎡
16000 その他 29.2k㎡

島根県 松江市 H21.2.12
都市計画図作
成

2500 数値図修正 38.4k㎡ 島根県 (株)アトラス

H21.3.25 (株)ウエスコ 島根支社

島根県 益田市 H21.2.16
益田市中吉田
平田土地区画
整理事業

３級 基準点   6点
益田市中吉田平田土地
区画整理組合

福岡土地区画整理（株）

H21.3.31 ４級 基準点   31点
島根県 益田市 H20.7.4 地籍調査 ２級 座標変換   1点 島根県　益田市 オリエンタル測量(株)

H21.3.23

島根県 大田市 H21.7.1 道路計画 ２級 基準点   14点
国土交通省中国地方整
備局　松江国道事務所

(株)荒谷建設コンサルタント

仁摩町 H21.10.30 ３級 基準点   20点 (株)共立エンジニヤ

３級 水　準  23.7km (株)古川コンサルタント
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島根県 浜田市 H21.6.26 ダム計画 1000 航空レーザ 16.0k㎡
島根県浜田河川総合開
発事務所

(株)エイテック　中国支社

益田市 H21.7.30

島根県 大田市 H21.7.29
最終処分場建
設調査

３級 基準点   5点 島根県　大田市 出雲グリーン(株)

H21.9.30

島根県 安来市 H21.8.6 河川管理 ３級 基準点   6点
国土交通省中国地方整
備局　出雲河川事務所

(株)カイハツ

松江市 H22.2.26 ２級 座標変換   2点
出雲市 ３級 座標変換   1点

島根県 松江市 H22.1.12
不動産登記法
第14条第１項
地図作成作業

４級 基準点   197点 松江地方法務局 (有)互大測量設計

H22.2.28

島根県 浜田市 H22.1.20 地籍調査
図根三

角点
座標変換   2点 島根県　浜田市 石見測量設計(株)

H22.3.10
図根多

角点
座標変換   17点

筆界点 座標変換   41点

岡山県 美作市 H19.9.10 総合計画 8000 数値撮影 429.2k㎡ 岡山県　　美作市 (株)パスコ

H20.12.31

1000 数値図化 28.1k㎡
2500 数値図化 94.1k㎡

2500
既成図数値
化

285.9k㎡

2500 数値図修正 306.9k㎡
8000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 429.2k㎡

岡山県 浅口市 H20.2.15

鴨方駅南土地
区画整理事業
出来形確認測
量

４級 基準点   42点
鴨方町鴨方駅南土地区
画整理組合

(有)アクト創研

H20.9.30

岡山県 奈義町 H20.3.3

平成19年度陸
上自衛隊日本
原演習場施設
測量業務

２級 基準点   1点 中国四国防衛局 (株)オカコン

H20.3.31

岡山県 倉敷市 H20.5.26 港湾計画 ２級 基準点   8点
国土交通省中国地方整
備局宇野港湾事務所

アジア航測(株)　岡山営業所

H20.12.19 ４級 基準点   78点
３級 水　準  12.8km

岡山県 新見市 H20.7.29 都市計画 10000 数値撮影 60.5k㎡ 岡山県　　新見市 国際航業(株)　岡山営業所
H21.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 30.5k㎡

2500
既成図数値
化

14.0k㎡

2500 数値図修正 14.0k㎡

10000
既成図数値
化

16.5k㎡

10000 編　集 14.0k㎡

岡山県 岡山市 H20.8.18
水文観測（二
級水準測量）

２級 水　準   2点
国土交通省中国地方整
備局　岡山河川事務所

中電技術コンサルタント(株)

H21.3.31

岡山県 岡山市 H20.8.16
河川計画及び
管理

１級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　岡山河川事務所

(株)エイトコンサルタント

H21.3.31 ３級 基準点   3点

岡山県 新見市 H20.8.23 総合計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

4047.0
k㎡

岡山県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ　岡山支店

井原市 H21.3.5 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
4047.0

k㎡
矢掛町
鏡野町
吉備中央町
久米南町
美咲町
勝央町
奈義町
西粟倉町
備前市
高梁市
赤磐市
和気町

岡山県 瀬戸内市 H20.9.26 ほ場整備 ２級 基準点   2点 岡山県　瀬戸内市 岡山県土地改良事業団体連合会
H20.12.26 ３級 基準点   6点

４級 基準点 0.3k㎡
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中国地方
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

岡山県 真庭市 H20.8.1 都市計画 2500 数値図化 45.1k㎡ 岡山県　真庭市 アジア航測(株)　岡山営業所
H22.2.27 5000 数値図化 232.5k㎡

岡山県 真庭市 H20.11.18
道路計画図面
作成のため

8000 カラー撮影 25.2k㎡ 岡山県美作県民局 (株)ウエスコ　岡山支社

H21.2.28 2500 数値図化 7.4k㎡
岡山県 新見市 H20.12.1 ほ場整備 ２級 基準点   3点 岡山県　新見市 アセス（株）

H21.3.25 ４級 基準点   11点

岡山県 津山市 H20.12.4
道路計画図作
成のため

8000 カラー撮影 5.0k㎡ 岡山県美作県民局 国際航業(株)　岡山営業所

H21.2.28 簡級 水　準  7.0km
1000 数値図化 0.1k㎡

岡山県 倉敷市 H20.12.15
公共基準点改
測量業務

２級 基準点   1点 岡山県　倉敷市 (株)第二開発技工

H21.3.19 ３級 基準点   13点

岡山県 奈義町 H20.12.25
国有地の境界
確定

２級 基準点   2点 中国四国防衛局 (株)アイコン

H21.2.27 ３級 基準点   2点

岡山県 岡山市 H21.1.8
固定資産現況
調査

地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 789.9k㎡ 岡山県　岡山市 朝日航洋(株)

H21.3.15
岡山県 矢掛町 H21.1.21 都市計画 2500 座標変換 90.6k㎡ 岡山県　矢掛町 (株)パスコ　岡山支店

H21.3.25 2500
既成図数値
化

90.6k㎡

2500 数値図修正 30.0k㎡
岡山県 真庭市 H21.1.29 道路計画 1000 数値図化 1.0k㎡ 岡山県美作県民局 中電技術コンサルタント(株)

H21.3.31

岡山県 浅口市 H21.2.18
工業団地用地
開発

１級 基準点   6点 岡山県　浅口市 国土防災技術(株)

H21.10.31 ３級 基準点   20点
４級 基準点   368点

1000 数値図修正 1.1k㎡
３級 水　準  13.2km

岡山県 津山市 H21.6.3 道路計画 １級 基準点   3点 岡山県　津山市 (株)アークコンサルタント
H21.12.25 ３級 基準点   4点

岡山県 浅口市 H21.7.16 下水道計画 4000 カラー撮影 19.0k㎡ 岡山県　浅口市 (株)エイト日本技術開発
H21.9.30 500 数値図化 1.3k㎡

岡山県 岡山市 H21.7.23
河川調査・維
持管理

２級 水　準  52.2km
国土交通省中国地方整
備局　岡山河川事務所

(株)アークコンサルタント

H21.10.10

岡山県 倉敷市 H21.6.30 港湾計画 500 路　線  1.5km
国土交通省中国地方整
備局　宇野港湾事務所

ダイホーコンサルタント(株)

H21.8.21 500 縦横断  1.5km
岡山県 真庭市 H21.9.1 都市計画 2500 数値図化 0.8k㎡ 岡山県　真庭市 アジア航測(株)　岡山営業所

H22.2.26 5000 数値図化 63.8k㎡

岡山県 岡山市 H21.11.1
不動産登記法
第１４条第１項
地図作成作業

３級 基準点   6点 岡山地方法務局 (株)光栄技研

H22.2.26
岡山県 岡山市 H21.10.29 下水道計画 ３級 基準点   6点 岡山県　岡山市 (株)ウエスコ

H22.2.26

岡山県 岡山市 H21.10.29 下水道計画 ３級 基準点   7点 岡山県　岡山市 (株)日本都市工学設計

H22.2.26
岡山県 岡山市 H21.10.30 下水道計画 １級 基準点   4点 岡山県　岡山市 MS測量設計事務所

H22.2.26 ３級 基準点   28点 西部技術コンサルタント(株)
(株)ミル設計事務所
(株)畠瀬設計事務所

岡山県 美作市 H21.11.4
一般廃棄物処
理施設建設調
査

３級 基準点   10点 岡山県　美作市 (株)大成測量

H22.2.26

岡山県 笠岡市 H21.12.24
総合計画（ＧＩ
Ｓ）

地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 486.0k㎡

岡山県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ 岡山支店

H22.3.5 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 294.0k㎡

広島県 東広島市 H17.6.29
地形図の経年
変化修正及び
数値化

2500
既成図数値

化
45.0k㎡ 広島県　　東広島市 (株)日航コンサルタント

H18.3.24 2500 数値図修正 45.0k㎡
2500 座標変換 45.0k㎡

広島県 福山市 H19.6.9
芦田川境界測
量

４級 基準点   119点
中国地方整備局福山河
川国道事務所

永和国土環境(株)

府中市 H20.3.15 １級 座標変換   1点

広島県 佐伯区 H20.6.1

ほ場整備に伴
う確定測量の
基準点測量の
ため

２級 基準点   2点 広島県広島地域事務所 広島県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ３級 基準点   7点
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中国地方
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 安芸高田市 H20.5.30 ほ場整備 ２級 基準点   1点 広島県芸北地域事務所 広島県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   3点

広島県 竹原市 H20.6.20 ほ場整備 ２級 基準点   1点 広島県　　竹原市 広島県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   4点

広島県 安佐北区 H20.7.4 ほ場整備 ２級 基準点   1点 広島県　　広島市 広島県土地改良事業団体連合会
H21.3.19 ３級 基準点   4点

広島県 尾道市 H20.7.15 ほ場整備 ２級 基準点   2点 広島県　　尾道市 広島県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   4点

広島県 尾道市 H20.7.15 ほ場整備 ２級 基準点   2点 広島県　　尾道市 広島県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   6点

広島県 府中市 H20.7.22 ほ場整備 ３級 基準点   7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
H21.3.20

広島県 三次市 H20.7.10 土地改良 ２級 基準点   20点 三次市土地改良区 ナンバ測量設計(株)
H21.3.31

広島県 庄原市 H20.8.5 総合計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

3752.0
k㎡

広島県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ　広島支店

三次市 H21.10.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
3752.0

k㎡
神石高原町
府中市
世羅町
安芸高田市
北広島町
安芸太田町

広島県 府中市 H20.9.1 道路計画 ３級 基準点   2点 広島県福山地域事務所 中電技術コンサルタント(株)
H21.2.2 ３級 水　準   3点

広島県 広島市 H20.9.30 土地区画整理 ２級 基準点   1点
広島市中山西土地区画
整理組合

復建調査設計(株)

H21.9.30 ３級 基準点   4点

広島県 呉市 H20.10.3 総合計画(GIS)
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

1473.0
k㎡

広島県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ　広島支店

竹原市 H22.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1473.0

k㎡
三原市
大崎上島町

広島県 三原市 H20.10.20 土地造成 ３級 基準点   4点
広島県尾三地域事務所
建設局

中電技術コンサルタント(株)

H21.3.31

広島県 尾道市 H20.11.7 固定資産
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 635.8k㎡ 広島県　尾道市 (株)パスコ　広島支店

H21.3.21 8㎝ 数値撮影 68.4k㎡

広島県 三原市 H20.11.11
林道須波竜王
線測量業務

２級 基準点   1点 広島県　三原市 広島県土地改良事業団体連合会

H20.12.25 ３級 基準点   2点

広島県 三次市 H20.11.12
河川計画・河
川管理

2500 座標変換 53.0k㎡
国土交通省中国地方整
備局　三次河川国道事務
所

国際航業(株)　広島支店

安芸高田市 H21.3.31 12500 数値撮影 173.1k㎡
島根県 邑南町 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 159.0k㎡

2500 数値図修正 53.0k㎡

広島県 東広島市 H20.12.19
福富ダム管理
基準点の設置

１級 基準点   5点
広島県東広島地域事務
所

(株)陸地コンサルタント

H21.2.20 ３級 基準点   10点

広島県 福山市 H21.1.8 固定資産
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 671.0k㎡ 広島県　福山市 国際航業(株)　広島支店

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 518.1k㎡

広島県 広島市 H21.1.8 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 905.1k㎡ 広島県　広島市 国際航業(株)　広島支店

H21.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 905.1k㎡ 日航コンサルタント(株)

広島県 大竹市 H21.1.15 砂防計画 ３級 基準点   2点
国土交通省中国地方整
備局　太田川河川事務所

(株)荒谷建設コンサルタント

H21.3.10

広島県 府中市 H21.1.19 河川管理 ２級 基準点   2点
国土交通省中国地方整
備局　福山河川国道事務
所

永和国土環境(株)

H21.3.31 ３級 基準点   2点
広島県 広島市 H20.12.26 土地区画整理 ３級 基準点   1点 広島県　広島市 (株)ミズキコンプライアンス

H21.3.21

広島県 東広島市 H21.2.1 宅地開発 １級 基準点   4点 広島県　東広島市 (株)陸地コンサルタント

H21.3.19 ３級 基準点   8点
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中国地方
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 大竹市 H21.1.30 総合計画(GIS)
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 144.0k㎡

広島県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ　広島支店

H22.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 144.0k㎡
広島県 三次市 H21.2.16 下水道計画 ３級 基準点   4点 広島県　三次市 (株)エイテック中国支社　備北営業所

H21.3.31

広島県 安芸高田市 H21.2.1
世界測地系へ
座標変換

３級 座標変換   16点 広島県　安芸高田市 日進測量(株)

H21.3.31
地籍図
根三角

点
座標変換   81点

広島県 安芸高田市 H21.2.19
世界測地系へ
座標変換

２級 座標変換   9点 広島県　安芸高田市 日進測量(株)

H21.3.31 ３級 座標変換   31点
地籍図
根三角

点
座標変換   38点

広島県 広島市 H21.2.27

不動産登記法
第14条第1項
地図作成業務
に伴う基準点
測量

３級 基準点   3点 広島法務局 あおぞら土地家屋調査士法人

H21.3.20 ４級 基準点   63点

広島県 福山市 H21.2.27
公共1級基準
点の移設(再
設）

１級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　福山河川国道事務
所

エボシ技工調査設計(株)

H21.2.28
広島県 三次市 H21.1.30 土地区画整理 ２級 座標変換   2点 広島県 復建調査設計(株)

H21.6.30 ３級 基準点   4点
広島県 三次市 H21.3.13 下水道計画 ３級 基準点   3点 広島県　三次市 (株)タマルコンサルタント

H21.3.31
広島県 福山市 H21.3.16 ほ場整備 ２級 基準点   1点 広島県　福山市 (株)富士工業コンサルタント

H21.3.31 ３級 基準点   2点
４級 基準点   16点

広島県 府中町 H21.3.23
向洋駅周辺土
地区画整理事
業

４級 基準点   13点 広島県　府中町 玉野総合コンサルタント(株)

H21.5.31
広島県 呉市 H21.3.25 区画整理事業 ３級 基準点   3点 広島県　呉市 (株)アース開発コンサルタント

H21.3.30

広島県 北広島町 H21.4.1 河川管理 12500 カラー撮影
1603.8

k㎡
国土交通省中国地方整
備局　太田川河川事務所

(株)パスコ　広島支店

安芸太田町 H21.9.30 2500 数値図化 53.9k㎡
広島市

広島県 三次市 H21.5.25 道路計画 ２級 座標変換   1点 広島県　三次市 フクヨシエンジニアリング(株)
H21.12.25 ２級 基準点   2点

広島県 広島市 H21.5.22
県営中山間地
域総合整備事
業

２級 基準点   2点
広島県西部農林水産事
務所

広島県土地改良事業団体連合会

H22.3.31 ３級 基準点   5点
広島県 福山市 H21.6.16 水道施設計画 ３級 基準点   5点 広島県　福山市 エボシ技工調査設計(株)

H21.6.30
広島県 大竹市 H21.7.1 道路計画 ２級 基準点   3点 広島県　大竹市 復建調査設計(株)

H21.12.11
広島県 竹原市 H21.7.13 ほ場整備事業 ３級 基準点   7点 広島県　竹原市 広島県土地改良事業団体連合会

H22.3.31
広島県 尾道市 H21.7.16 海岸保全 ３級 基準点   2点 広島県東部建設事務所 (株)セトウチ

H21.10.16
広島県 広島市 H21.7.24 ほ場整備事業 ２級 基準点   2点 広島県　広島市 広島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   6点

広島県 熊野町 H21.7.28
固定資産現況
調査

地上画
素寸法

12㎝
数値撮影 67.9k㎡ 広島県　熊野町 (株)パスコ

H21.12.25 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 67.9k㎡

広島県 福山市 H21.7.31 河川計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 860.0k㎡

国土交通省中国地方整
備局　福山河川国道事務
所

(株)ウエスコ

府中市 H21.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 29.3k㎡
尾道市 2500 数値図化 47.7k㎡
世羅町
神石高原町

岡山県 井原市
広島県 尾道市 H21.8.10 海岸保全 ３級 基準点   3点 広島県東部建設事務所 (株)セトウチ

H21.9.30

広島県 広島市 H21.9.1 海岸保全 ２級 基準点   7点
国土交通省中国地方整
備局　広島港湾・空港整
備事務所

復建調査設計(株)

H21.12.18
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中国地方
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 三原市 H21.9.1 都市計画 2500 座標変換 144.7k㎡ 広島県　三原市 (株)パスコ

H21.12.28 2500
既成図数値
化

144.7k㎡

2500 数値図修正 144.7k㎡

広島県 広島市 H21.9.28 海岸保全 ２級 基準点   7点
国土交通省中国地方整
備局　広島港湾・空港整
備事務所

ダイホーコンサルタント(株)

H21.12.25

広島県 福山市 H21.10.5
街区基準点の
復旧

２級 基準点   1点 広島県　福山市 (有)トータルエンジニヤ

H22.2.26 ３級 基準点   1点

広島県 呉市 H21.10.5 現地測量 ２級 基準点   6点
国土交通省中国地方整
備局　広島港湾・空港整
備事務所

ダイホーコンサルタント(株)

H21.11.30

広島県 廿日市市 H21.10.6
都市再生街区
基本調査（土
地活用促進調

街区三

角点
基準点 0.4k㎡

国土交通省土地・水資源
局　国土調査課

三共コンサルタント

H22.3.5

広島県 廿日市市 H21.10.6
都市再生街区
基本調査（土
地活用促進調

街区点 その他 0.4k㎡
国土交通省土地・水資源
局　国土調査課

(株)テラエンジニヤ

H22.2.26

広島県 広島市 H21.10.26 海岸保全 ２級 基準点   8点
国土交通省中国地方整
備局　広島港湾・空港整
備事務所

ダイホーコンサルタント(株)

海田町 H21.11.20

広島県 廿日市市 H21.10.20 砂防堰堤計画 ３級 基準点   2点
国土交通省中国地方整
備局　太田川河川事務所

(株)荒谷建設コンサルタント

H22.3.19

広島県 広島市 H21.10.19
不動産登記法
第１４条第１項
地図作成作業

４級 基準点   239点 広島法務局 (有)測地

H22.1.29

広島県 広島市 H21.11.4
地図混乱地域
の基準点測量

１級 基準点   2点 広島法務局 丸田登記・測量事務所

H21.11.30 ３級 基準点   2点

広島県 広島市 H21.12.1 道路管理 １級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　広島国道事務所

(株)荒谷建設コンサルタント

H22.2.26

広島県 世羅町 H21.12.24 ダム管理 2500 数値図化 2.6k㎡
広島県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ　広島支店

H22.2.26

広島県 三次市 H22.1.27 道路計画 ２級 座標変換   1点
国土交通省中国地方整
備局　福山河川国道事務
所

(株)三建技術

H22.2.25 ２級 基準点   1点
広島県 呉市 H22.2.19 土地区画整理 １級 基準点   1点 広島県　呉市 中国開発調査(株)

H22.3.30 ３級 基準点   6点

山口県 萩市 H20.8.5 道路計画 8000 カラー撮影 28.3k㎡
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

(株)古川コンサルタント

H21.1.31 1000 数値図化 8.3k㎡

山口県 下関市 H20.9.16
水土里情報利
活用促進事業

地上画
素寸法

20㎝
数値撮影

6507.0
k㎡

山口県土地改良事業団
体連合会

(株)エヌ・ティ・ティエムイー

長門市 H21.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
5229.0

k㎡
美祢市
山陽小野田
市
宇部市
萩市
阿武町
阿東町
山口市
防府市
周南市
下松市
光市
柳井市
田布施町
平生町
上関町
周防大島町

山口県 美祢市 H20.6.29 地籍調査 ２級 座標変換   8点 山口県　美祢市
大和コンサル(株)　中国事業部　山口
支店

H21.3.13
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中国地方
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 防府市 H20.9.30 総合計画 2500 数値図修正 122.9k㎡ 山口県　防府市 (株)パスコ　防府営業所
H21.3.19 2500 数値図化 19.4k㎡

2500 数値図修正 7.3k㎡

5000
既成図数値
化

39.1k㎡

10000 編　集 188.6k㎡

山口県 防府市 H20.10.1
道路台帳補正
業務

500 座標変換 0.1k㎡ 山口県　防府市 (株)パスコ　防府営業所

H21.3.19 500 その他 0.1k㎡

山口県 下関市 H21.1.1
固定資産の現
況把握

地上画
素寸法8

㎝
数値撮影 56.4k㎡ 山口県　下関市 (株)パスコ　下関営業所

H21.3.19
地上画
素寸法

16㎝
数値撮影 224.2k㎡

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 224.2k㎡

山口県 防府市 H20.12.2
防府駅北土地
区画整理事業

１級 座標変換   4点 山口県　防府市 サンヨーコンサルタント(株)

H21.3.25 ２級 座標変換   3点
３級 座標変換   10点
３級 基準点   3点
４級 基準点   37点

山口県 防府市 H20.12.19 河川管理 ２級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

(株)共立エンジニヤ

山口市 H21.3.31 ３級 基準点   19点
２級 水　準  66.0km

山口県

山陽小野田

市

H20.11.13

厚狭駅南部地
区土地区画整
理(出来形確
認測量）

３級 基準点   8点 山口県　山陽小野田市 (株)宇部建設コンサルタント

H21.3.18 ４級 基準点   87点

山口県 萩市 H21.2.19
用地測量に伴
う基準点設置

３級 基準点   2点 中国四国防衛局 (株)沖潮綜研事務所

H21.3.19

山口県 山口市 H21.2.5 森林計画 5000 写測修正 6.2k㎡ 山口県 (株)日航コンサルタント

防府市 H21.3.19
宇部市
美祢市
山陽小野田
市

山口県 山口市 H21.2.16 ほ場整備 ２級 基準点   4点 山口県　山口市 山口県土地改良事業団体連合会
H21.3.23

山口県 下松市 H21.3.3 ダム計画 １級 基準点   2点
山口県周南土木建築事
務所

(株)徳山測量設計コンサルタント

H21.3.25

山口県 山口市 H21.5.27 河川管理
地上画
素寸法

25㎝
数値撮影 88.1k㎡

国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

(株)パスコ

防府市 H21.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 88.1k㎡
2500 数値図修正 32.8k㎡

山口県 岩国市 H21.6.30 ほ場整備 ２級 基準点   6点 山口県　岩国市 山口県土地改良事業団体連合会
H22.3.15

山口県 平生町 H21.7.6 下水道計画 5000 カラー撮影 1.5k㎡ 山口県　平生町 写測エンジニアリング（株）
H21.8.31 500 数値図化 1.5k㎡

山口県 萩市 H21.9.1 道路計画 ２級 基準点   5点 山口県萩農林事務所 (株)タマエンジニアリング
H21.9.10

山口県 防府市 H21.9.9 砂防計画 ３級 基準点   6点
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

中電技術コンサルタント(株)

H21.9.30

山口県 防府市 H21.9.16 砂防計画 ３級 基準点   3点
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

(株)エイト日本技術開発

H21.9.30

山口県 防府市 H21.8.14 河川管理 ４級 基準点   19点
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

(株)ウエスコ

H21.9.30
山口県 防府市 H21.11.2 道路台帳 500 写測修正 0.1k㎡ 山口県　防府市 (株)パスコ

H22.3.19 500 座標変換 2.2k㎡

山口県 下関市 H21.11.10 道路管理 １級 基準点   1点
国土交通省中国地方整
備局　山口河川国道事務
所

シンワ技研コンサルタント(株)

H22.3.19
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中国地方
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 柳井市 H22.1.25 総合計画
地上画
素寸法

15㎝
数値撮影 139.9k㎡ 山口県　柳井市 国際航業(株)　山口営業所

H22.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 139.9k㎡
山口県 長門市 H22.1.25 ほ場整備 ２級 基準点   2点 山口県長門農林事務所 山口県土地改良事業団体連合会

H22.3.17

山口県 下関市 H22.2.8 森林計画 5000 写測修正 8.3k㎡ 山口県 (株)日航コンサルタント

長門市 H22.3.23

－236－



四国地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

徳島県 三好市 H20.9.19

都市再生街区
基本調査（土
地活用促進調
査）

街区点 その他 0.6k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)セトウチ

H21.1.23

徳島県 三好市 H20.9.19

都市再生街区
基本調査（土
地活用促進調
査）

街区点 その他 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)セトウチ

H21.1.23

徳島県 那賀町 H20.10.27 総合計画 １級 基準点   1点
四国地方整備局　那賀川
河川事務所

(株)フジタ建設コンサルタント

H21.2.27 ３級 基準点   1点
徳島県 藍住町 H20.12.1 固定資産 8000 カラー撮影 16.3k㎡ 徳島県　藍住町 (株)パスコ　徳島支店

H21.1.31
徳島県 美馬市 H20.11.20 基盤図作成 1000 数値図化 27.9k㎡ 徳島県　美馬市 朝日航洋(株)　高松支店

H21.3.23 2500 数値図化 36.6k㎡
2500 数値図修正 367.4k㎡

徳島県 徳島市 H20.12.5 道路台帳 5000 カラー撮影 11.1k㎡ 徳島県　徳島市 アジア航測(株)　徳島営業所
H21.3.20

徳島県 徳島市 H21.1.19 座標変換 １級 座標変換   12点
四国地方整備局　徳島河
川国道事務所

(株)松本コンサルタント

松茂町 H21.3.31
北島町

徳島県 北島町 H21.2.2 総合計画 ２級 基準点   16点 徳島県　北島町 範国測量事務所
H21.3.31

徳島県 鳴門市 H21.2.20 河川管理 １級 基準点   14点
四国地方整備局　徳島河
川国道事務所

(株)松本コンサルタント

北島町 H21.3.31
藍住町
板野町

徳島県 徳島市 H21.2.9 道路台帳 500 数値図化 1.1k㎡ 徳島県　徳島市 アジア航測(株)　徳島営業所
H21.3.25

徳島県 松茂町 H21.2.10 河川計画 ３級 基準点   8点
四国地方整備局　徳島河
川国道事務所

ニタコンサルタント(株)

H21.3.25 ３級 水　準  4.1km

徳島県 徳島市 H21.3.19 港湾計画 ２級 基準点   2点
徳島県　　東部県土整備
局

(株)松本コンサルタント

H21.3.25 ３級 基準点   1点
徳島県 美波町 H21.3.14 道路計画 １級 基準点   1点 徳島県　南部総合県民局 阿南測量設計(株)

H21.7.11 ３級 基準点   3点
徳島県 徳島市 H21.3.10 河川計画 2500 航空レーザ 440.0k㎡ 四国地方整備局 アジア航測(株)

阿南市 H21.8.31 2500 数値図化
1160.0

k㎡
小松島市
松茂町
北島町
鳴門市
藍住町
板野町
上板町
石井町
阿波市
吉野川市
美馬市
つるぎ町
三好市
東みよし町

高知県 土佐市
四万十市

愛媛県 松山市
大洲市

徳島県 松茂町 H21.7.7 下水道平面図 ３級 水　準  6.1km 徳島県　松茂町 国際航業(株)　徳島営業所
H21.10.31 500 数値図化 0.9k㎡

徳島県 阿南市 H21.11.10 河川管理
地上画
素寸法

20㎝
カラー撮影 40.9k㎡

四国地方整備局　那賀川
河川事務所

(株)パスコ　徳島支店

H22.2.24 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.5k㎡
500 数値図化 0.5k㎡

2500 数値図化 0.6k㎡
2500 数値図修正 7.9k㎡

徳島県 徳島市 H22.2.22 道路台帳 500 数値図化 0.6k㎡ 徳島県　徳島市 アジア航測(株)　徳島営業所
H22.3.25

香川県 綾川町 H20.8.18 ほ場整備 ３級 基準点   14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

H20.12.20

香川県 観音寺市 H20.9.1 道路計画 ２級 基準点   4点
四国地方整備局　香川河
川国道事務所

復建調査設計(株)

H21.3.23

測量地域 事業量
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四国地方
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

香川県 三豊市 H20.9.1 道路計画 ２級 基準点   5点
四国地方整備局　香川河
川国道事務所

大日本コンサルタント(株)　四国支店

H21.3.23

香川県 まんのう町 H20.10.10 ほ場整備 ３級 基準点   4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

H21.3.31

香川県 丸亀市 H20.11.17 土地改良 ３級 基準点   2点
香川県　中讃土地改良事
務所

(株)東洋コンサルタント

H20.12.8 ４級 基準点   3点

香川県 丸亀市 H20.12.18 ほ場整備 ２級 基準点   1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

H21.3.31 ３級 基準点   3点

香川県 丸亀市 H21.1.8
固定資産現況
調査

10000 カラー撮影 111.8k㎡ 香川県　丸亀市 国際航業(株)　高松支店

H21.3.18 1000 数値図化 111.8k㎡

香川県 丸亀市 H21.6.1 河川管理 2500 数値図修正 32.4k㎡
四国地方整備局　香川河
川国道事務所

国際航業(株)　高松支店

まんのう町 H21.9.30

香川県 丸亀市 H21.7.9 土地改良 13000 カラー撮影 261.0k㎡
香川県土地改良事業団
体連合会

国際航業(株)　高松支店

坂出市 H21.12.25 15000 カラー撮影
1425.0

k㎡

善通寺市 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1686.0

k㎡
観音寺市
さぬき市
東かがわ市
三豊市
土庄町
三木町
直島町
宇多津町
綾川町
琴平町
多度津町

香川県 坂出市 H21.7.28 文化財調査 ２級 基準点   2点 香川県 (株)五星
H21.7.28

香川県 まんのう町 H21.8.11
世界測地系へ
の座標変換

２級 座標変換   2点 香川県　まんのう町 香川県土地改良事業団体連合会

H22.3.31
香川県 まんのう町 H21.8.20 座標変換 ２級 座標変換   2点 香川県　まんのう町 香川県土地改良事業団体連合会

H21.8.31

香川県 まんのう町 H21.8.28
世界測地系へ
の座標変換

２級 座標変換   2点 香川県　まんのう町 香川県土地改良事業団体連合会

H21.9.4

香川県 まんのう町 H21.9.4 ほ場整備 ３級 基準点   4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

H22.3.31

愛媛県 新居浜市 H20.5.20
固定資産、道
路台帳、共有
基図（ＧＩＳ）

地上画
素寸法

12㎝
カラー撮影 108.9k㎡ 愛媛県　　新居浜市 (株)パスコ　愛媛支店

H21.3.23
16㎝ カラー撮影 30.6k㎡
20㎝ カラー撮影 94.8k㎡
12㎝ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 108.9k㎡
16㎝ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 30.6k㎡
20㎝ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 94.8k㎡

愛媛県 松山市 H20.6.10 総合計画 15000 カラー撮影
1638.0

k㎡
愛媛県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)　松山営業所

今治市 H21.3.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1638.0

k㎡
宇和島市
大洲市
西予市
東温市
久万高原町
愛南町
松野町
鬼北町
上島町

愛媛県 四国中央市 H20.7.15 道路計画 ３級 基準点   4点 愛媛県　四国中央市 (株)芙蓉コンサルタント

H21.3.25

愛媛県 大洲市 H20.8.13 道路計画 ３級 基準点   7点
四国地方整備局　大洲河
川国道事務所

(株)富士建設コンサルタント

愛南町 H21.3.19
愛媛県 西予市 H20.8.27 総合整備 ２級 座標変換   2点 愛媛県　　西予市 愛媛県土地改良事業団体連合会

H21.3.10
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四国地方
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

愛媛県 愛南町 H20.8.27 漁港計画 10000 カラー撮影 240.0k㎡ 愛媛県　　愛南町 (株)五星　宇和島事務所
H21.3.19 2500 数値図化 5.4k㎡

愛媛県 西予市 H20.10.6 砂防計画 2500 数値図化 31.0k㎡ 愛媛県　南予地方局 国際航業(株)　松山営業所
H21.2.28

愛媛県 西予市 H20.10.17 砂防計画 2500 数値図化 5.2k㎡ 愛媛県　　南予地方局 アジア航測(株)　松山営業所
H21.3.20

愛媛県 松山市 H20.11.11 道路台帳 ２級 基準点   5点
四国地方整備局　松山河
川国道事務所

復建調査設計(株)

H21.3.19

愛媛県 今治市 H20.11.11 道路台帳 ２級 基準点   1点
四国地方整備局　松山河
川国道事務所

復建調査設計(株)

H21.3.19
愛媛県 四国中央市 H20.11.20 下水道台帳 5000 カラー撮影 3.2k㎡ 愛媛県　四国中央市 三和航測(株)　四国支社

H21.3.16 500 数値図化 0.1k㎡
愛媛県 内子町 H20.12.18 都市計画 10000 カラー撮影 11.0k㎡ 愛媛県　内子町 国際航業(株)　松山営業所

H21.3.19 1000
既成図数値
化

0.4k㎡

2500
既成図数値
化

7.7k㎡

2500 数値図化 3.3k㎡
10000 編　集 11.0k㎡

愛媛県 松山市 H21.1.8 道路台帳 4000 撮　影 5.9k㎡ 愛媛県　松山市 (株)パスコ　愛媛支店
H21.3.26 500 座標変換 1.8k㎡

500 写測図化 0.1k㎡

愛媛県 いの町 H21.1.27 河川管理 1000 航空レーザ 3.6k㎡
四国地方整備局　高知河
川国道事務所

国際航業(株)　高知営業所

仁淀川町 H21.3.27

愛媛県 四国中央市 H21.2.12 河川管理 2500 航空レーザ 50.0k㎡
独立行政法人水資源機
構　池田総合管理所

アジア航測(株)　四国支店

H21.3.25
愛媛県 松山市 H21.2.20 河川計画 2500 数値図化 9.5k㎡ 愛媛県　中予地方局 アジア航測(株)　松山営業所

H21.3.20

愛媛県 四国中央市 H21.2.25 道路計画 8000 カラー撮影 0.8k㎡
四国地方整備局　松山河
川国道事務所

(株)四航コンサルタント

H21.3.19 空　三   4Ｍ
簡級 水　準  6.4km
1000 数値図化 0.8k㎡

愛媛県 西条市 H21.2.25 道路計画 8000 カラー撮影 1.1k㎡
四国地方整備局　松山河
川国道事務所

(株)四航コンサルタント

H21.3.19 空　三   3Ｍ
簡級 水　準  5.6km
1000 数値図化 1.1k㎡

愛媛県 宇和島市 H21.3.26 海岸保全 2500 航空レーザ 55.0k㎡
四国地方整備局　四国技
術事務所

国際航業(株)

愛南町 H21.6.30 12500 カラー撮影 55.0k㎡
愛媛県 愛南町 H21.5.1 砂防計画 簡級 水　準  78.2km 愛媛県　愛南土木事務所 サンコーコンサルタント(株)

H21.10.31 空　三   65Ｍ
2500 数値図化 12.1k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.1k㎡

愛媛県 愛南町 H21.5.1 砂防計画 簡級 水　準  108.9km 愛媛県　愛南土木事務所 復建調査設計(株)
H21.10.31 空　三   91Ｍ

2500 数値図化 18.2k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 18.2k㎡

高知県 高知市 H20.5.29 総合計画 10000 カラー撮影 264.2k㎡ 高知県　　高知市 国際航業(株)　高知営業所
H21.3.31

高知県 安芸市 H20.9.19

都市再街区基
本調査（土地
活用促進調
査）

街区点 その他 0.5k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)タカチ測建

H21.2.9

高知県 安芸市 H20.9.19

都市再生街区
基本調査（土
地活用促進調
査）

街区点 その他 0.3k㎡
国土交通省　土地・水資
源局　国土調査課

(株)第一コンサルタンツ

H21.1.7
高知県 仁淀川町 H20.10.6 総合計画 10000 カラー撮影 333.0k㎡ 高知県　　仁淀川町 株式会社　松本コンサルタント

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 333.0k㎡

高知県 高知市 H20.11.11 土地区画整理 ４級 基準点   105点 高知県　　高知市
玉野総合コンサルタント(株)　高知事
務所

H21.3.31
高知県 四万十町 H21.2.20 砂防計画 2500 数値図化 29.0k㎡ 高知県 (株)パスコ　高知支店

H21.3.25
高知県 いの町 H21.3.2 砂防計画 2500 数値図化 0.2k㎡ 高知県 応用地質(株)　高知支社

H21.3.25
高知県 高知市 H21.2.12 砂防計画 2500 数値図化 10.7k㎡ 高知県 国際航業(株)　高知営業所

H21.3.25 2500 数値図修正 1.9k㎡
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四国地方
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 田野町 H21.7.17 総合計画 10000 カラー撮影 6.6k㎡ 高知県　田野町 国際航業(株)　高知営業所
H22.1.29 10000 同時調整 6.6k㎡

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.6k㎡

1000
既成図数値
化

3.8k㎡

1000 数値図化 2.8k㎡
1000 数値図修正 3.8k㎡

高知県 香南市 H21.8.11 河川管理 ２級 基準点   1点
四国地方整備局　高知河
川国道事務所

都市開発コンサルタント(株)

H21.12.31
高知県 高知市 H21.11.1 土地区画整理 ３級 水　準  2.6k㎡ 高知県　高知市 有限会社　カイ土木設計事務所

H22.3.25 ４級 基準点   94点
４級 水　準  3.8km

高知県 本山町 H21.11.6 河川計画 空　三   10Ｍ
四国地方整備局　徳島河
川国道事務所

(株)四航コンサルタント

H21.12.16 1000 数値図化 1.0k㎡
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九州地方
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

福岡県 大野城市 H9.1.10 導水路管理 4000 撮　影 16.0k㎡
水資源開発公団福岡導
水建設所

アジア航測（株）

筑紫野市 H9.3.20 500 写測図化 0.9k㎡
小郡市
久留米市

佐賀県 鳥栖市
基山町

福岡県 鞍手町 H17.1.20 道路計画 ２級 座標変換   1点 福岡県直方土木事務所 ジーアンドエスエンジニアリング(株)
H17.3.15 ２級 基準点   5点

３級 基準点   14点
福岡県 前原市 H17.11.15 砂防計画 2500 数値図化 21.2k㎡ 福岡県　前原土木事務所 国際航業(株)

H18.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 21.2k㎡
福岡県 築上町 H18.5.12 固定資産 8000 カラー撮影 119.3k㎡ 福岡県　　築上町 写測エンジニアリング（株）

H20.3.25
福岡県 西区 H18.9.1 道路計画 ３級 基準点   1点 福岡県　　福岡市 (株)コンテック

H18.10.22 ４級 基準点   15点
500 平　板 0.1k㎡
500 縦横断  0.3km

福岡県 久留米市 H18.12.26 地盤変動調査 １級 水　準  105.2km 筑後川河川事務所 (株)高崎総合コンサルタント
柳川市 H19.3.23 ２級 水　準  128.0km
筑後市
大川市
みやま市
大木町

佐賀県 佐賀市
鳥栖市
神埼市
吉野ヶ里町
上峰町
みやき町

福岡県 うきは市 H19.2.9 河川管理 2500 数値図化 51.9k㎡ 筑後川河川事務所 アジア航測(株)
大分県 日田市 H19.3.30
福岡県 久留米市 H19.2.9 河川管理 2500 数値図化 41.1k㎡ 筑後川河川事務所 大成ジオテック(株)

うきは市 H19.3.30
朝倉市
大刀洗町

佐賀県 鳥栖市
福岡県 久留米市 H19.2.12 河川管理 2500 数値図化 42.7k㎡ 筑後川河川事務所 玉野総合コンサルタント(株)

柳川市 H19.3.30
大川市

佐賀県 佐賀市
神埼市
川副町
みやき町

福岡県 久留米市 H19.3.29 河川管理 ３級 基準点   200点 筑後川河川事務所 和興測量設計(株)
H19.3.30 ３級 水　準  40.0km

福岡県 福岡市 H19.4.21 砂防計画 2500 数値図化 14.7k㎡ 福岡県福岡土木事務所 国際航業(株)福岡支店
H20.9.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 14.7k㎡

福岡県 古賀市 H19.3.2 砂防計画 2500 数値図化 7.3k㎡ 福岡県福岡土木事務所 (株)パスコ
H19.12.3 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.3k㎡

福岡県 飯塚市 H19.7.26 道路台帳 1000 数値図化
1050.0

k㎡
 1点

飯塚市 アジア航測(株)

H20.3.31

福岡県 小郡市 H19.8.9 固定資産 10000 撮　影
45.5k㎡

 1点
小郡市 朝日航洋(株)

H20.3.30
福岡県 黒木町 H19.9.19 砂防計画 2500 数値図化 13.1k㎡ 福岡県八女土木事務所 国際航業(株)

矢部村 H20.3.14 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 13.1k㎡
八女市
星野村

福岡県 黒木町 H19.9.20 砂防計画 2500 数値図化 9.1k㎡ 福岡県八女土木事務所 (株)パスコ
H20.3.14 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.1k㎡

福岡県 うきは市 H19.8.24 砂防計画 2500 数値図化 5.1k㎡
福岡県久留米土木事務
所

ジーアンドエスエンジニアリング(株)

H20.3.14 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5.1k㎡
福岡県 みやこ町 H19.11.8 道路台帳 10000 撮　影 151.3k㎡ みやこ町 国際航業(株)

H20.3.25 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 151.3k㎡
10000 空　三   599Ｍ

測量地域 事業量
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福岡県 大牟田市 H19.11.9 農地開発 15000 カラー撮影
2328.0

k㎡
福岡県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

みやま市 H20.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2328.0

k㎡
柳川市
大川市
大木町
筑後市
立花町
黒木町
矢部村
星野村
八女市
広川町
久留米市
うきは市
小郡市
大刀洗町
朝倉市
東峰村
筑前町
添田町

福岡県 筑紫野市 H20.1.22 河川計画 ３級 基準点   3点 福岡県　那珂土木事務所 島西測量設計株式会社
H20.3.25

福岡県 福岡市 H19.6.27
道路台帳付図
の電子化

500
既成図数値
化

339.4k㎡ 福岡県　　福岡市 東亜建設技術(株)

H20.3.14 2500 その他 339.4k㎡ 国際航業(株)
(株)パスコ

福岡県 久留米市 H20.3.13 河川管理 ３級 縦横断  13.0km
九州地方整備局　筑後川
河川事務所

(株)エスケイエンジニアリング

大川市 H20.3.28
佐賀県 みやき町

福岡県 宗像市 H20.4.10 森林計画 20000 撮　影
1369.0

k㎡
福岡県 写測エンジニアリング

春日市 H20.12.20
福津市
那珂川町
古賀市
前原市
新宮町
二丈町
久山町
志摩町
須惠町
宇美町
志免町
大野城市
粕屋町

福岡県 苅田町 H20.4.21 固定資産 9000 数値撮影 46.5k㎡ 苅田町 国際航業(株)
H21.3.25 9000 同時調整   296点

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 46.5k㎡

福岡県 みやま市 H20.1.30
河川調査・維
持管理

３級 水　準  10.6km
九州地方整備局筑後川
河川事務所

大成ジオテック(株)

H20.7.18
福岡県 那珂川町 H20.7.1 都市計画 2500 数値図修正 25.2k㎡ 那珂川町 国際航業(株)

H21.1.31 2500 座標変換 25.2k㎡
10000 写測修正 37.2k㎡
10000 座標変換 37.2k㎡

福岡県 北九州市 H20.6.23 道路台帳 5000 撮　影 134.8k㎡ 北九州市　建設局 株式会社パスコ
H21.3.31 5000 空　三 134.8k㎡

5000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 134.8k㎡

福岡県 朝倉市 H20.6.17 その他 １級 水　準  2.5km
独立行政法人水資源機
構寺内ダム管理所

大倉測量設計株式会社

H21.3.16

福岡県 柳川市 H20.7.2 河川管理 ３級 水　準  12.6km
九州地方整備局　筑後川
河川事務所

(株)テクノ

H20.7.2

福岡県 大川市 H20.7.15 河川管理 ３級 水　準  26.0km
九州地方整備局　筑後川
河川事務所

東亜建設技術(株)

柳川市 H20.7.31
福岡県 筑紫野市 H20.7.22 地形図作成 8000 撮　影 7.1k㎡ 福岡県 那珂土木事務所 (株)パスコ

H20.9.22 8000 空　三 7.1k㎡
1000 数値図化 1.1k㎡

福岡県 福岡市 H20.4.24 都市計画 2500 数値図修正 62.2k㎡ 福岡市 東亜建設技術(株)
H21.3.25

福岡県 宇美町 H20.8.1 砂防計画 2500 数値図化 6.2k㎡ 福岡土木事務所 写測エンジニアリング（株）
H21.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.2k㎡
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九州地方
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 H20.8.18 河川計画 2500 数値図化 8.8k㎡
福岡県久留米土木事務
所

大成ジオテック(株)

H21.3.13

福岡県 北九州市 H20.7.12 砂防計画 2500 数値図化 14.8k㎡
福岡県北九州土木事務
所

アジア航測(株)

H21.3.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 14.8k㎡
福岡県 北九州市 H20.8.30 その他 ３級 基準点   1点 北九州市  建設局 株式会社　島添測量

H20.10.30
福岡県 久留米市 H20.9.4 固定資産 8000 撮　影 229.8k㎡ 久留米市 朝日航洋(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 229.8k㎡

8000
直接定位計
算

  1517点

福岡県 香春町 H20.9.2 砂防計画 2500 白地図等 12.8k㎡ 福岡県田川土木事務所 (株)パスコ
H20.9.2 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 12.8k㎡

福岡県 福岡市 H20.9.8 道路計画 ４級 基準点   18点 福岡市 基洲測量株式会社
H21.6.30 ４級 水　準  1.2km

福岡県 久留米市 H20.7.30 砂防計画 2500 白地図等 8.7k㎡
福岡県久留米土木事務
所

(株)アジア建設コンサルタント

H21.3.13 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.7k㎡
福岡県 那珂川町 H20.7.30 砂防計画 2500 白地図等 10.3k㎡ 福岡県那珂土木事務所 (株)オオバ

H21.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10.3k㎡
福岡県 福岡市 H20.8.5 道路計画 ３級 基準点   2点 福岡市 株式会社　ガイア

H21.3.15 ４級 基準点   18点
３級 水　準  0.5km
500 その他 0.1k㎡

福岡県 添田町 H20.9.18 その他 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
H21.2.27 ３級 基準点   7点

４級 基準点   16点
福岡県 添田町 H20.9.18 その他 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

H21.2.27 ３級 基準点   4点
４級 基準点   13点

福岡県 春日市 H20.8.13 砂防計画 2500 数値図化 1.3k㎡ 福岡県那珂土木事務所 (株)アジア建設コンサルタント
H21.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.3k㎡

福岡県 朝倉市 H20.9.25 固定資産 5000 カラー撮影 246.7k㎡ 朝倉市 写測エンジニアリング（株）
H20.12.31 5000 空　三 246.7k㎡

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 246.7k㎡
福岡県 久山町 H20.9.29 都市計画 8000 撮　影 37.4k㎡ 福岡県　　久山町 アジア航測(株)

H21.3.24 8000
直接定位計
算

37.4k㎡

2500 数値図修正 18.7k㎡

福岡県 久留米市 H20.9.30 河川計画 ２級 基準点   2点
福岡県久留米土木事務
所

平和総合コンサルタント株式会社

H20.12.26 ３級 基準点   14点
福岡県 大川市 H20.10.6 都市計画 2500 数値図修正 15.3k㎡ 福岡県　　大川市 大成ジオテック(株)

H21.2.20
福岡県 大野城市 H20.10.8 都市計画 2500 数値図修正 26.9k㎡ 大野城市 (株)オービット

H21.2.28
福岡県 星野村 H20.10.10 その他 ３級 基準点   5点 福岡県筑後農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.2.27 ４級 基準点   16点
福岡県 星野村 H20.10.10 その他 ３級 基準点   2点 福岡県筑後農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.2.27 ４級 基準点   13点
福岡県 立花町 H20.10.10 その他 ３級 基準点   8点 福岡県筑後農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.2.27 ４級 基準点   32点
福岡県 みやま市 H20.10.10 その他 ３級 基準点   9点 福岡県筑後農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.2.27 ４級 基準点   32点
福岡県 みやま市 H20.10.10 その他 ３級 基準点   4点 福岡県筑後農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.2.27 ４級 基準点   13点
福岡県 春日市 H20.10.14 都市計画 2500 座標変換 14.2k㎡ 春日市 東亜建設技術(株)

H21.3.31 2500 数値図修正 14.2k㎡
福岡県 志免町 H20.10.9 砂防計画 2500 数値図化 1.7k㎡ 福岡県福岡土木事務所 国際航業(株)

H21.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.7k㎡

福岡県 太宰府市 H20.10.16
固定資産現況
調査資料

8000 撮　影 29.6k㎡ 太宰府市 朝日航洋(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 29.6k㎡

福岡県 筑紫野市 H20.10.16
固定資産現況
調査資料

8000 撮　影 87.7k㎡ 福岡県　　筑紫野市 朝日航洋(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 87.7k㎡
福岡県 大野城市 H20.10.24 固定資産 12500 撮　影 26.9k㎡ 福岡県　　大野城市 朝日航洋(株)

H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 26.9k㎡
福岡県 嘉麻市 H20.11.1 砂防計画 2500 数値図化 19.0k㎡ 福岡県飯塚土木事務所 (株)ウエスコ

H21.3.13

福岡県 飯塚市 H20.11.7 道路台帳 ２級 基準点   10点
九州地方整備局　北九州
国道事務所

株式会社　エスケイエンジニアリング

糸田町 H21.3.16 ３級 基準点   20点
４級 基準点   89点
３級 水　準  7.0km

数値図化 0.4k㎡
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福岡県 うきは市 H20.11.19 河川計画 １級 基準点   3点
福岡県藤波ダム建設事
務所

大成ジオテック株式会社

H21.3.13 ２級 基準点   2点
３級 基準点   5点

福岡県 北九州市 H20.11.20 都市計画 10000 撮　影 87.0k㎡ 北九州市 (株)パスコ

H21.3.31 10000
直接定位計
算

  86点

2500 数値図化 24.0k㎡
2500 数値図修正 29.1k㎡

福岡県 行橋市 H20.11.25 都市計画 基準点   10点 福岡県　　行橋市 (株)パスコ

H21.2.20
地上画
素寸法

撮　影 157.4k㎡

2500 数値図修正 69.8k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 69.8k㎡

福岡県 黒木町 H20.12.3 都市計画
地上画
素寸法

20㎝
数値撮影 135.5k㎡ 福岡県　　黒木町 (株)パスコ

H21.3.18 10000
直接定位計
算

135.5k㎡
514点

2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 135.5k㎡
2500 数値図化 18.8k㎡

福岡県 福岡市 H20.12.15 道路用地 ３級 基準点   2点 福岡市 株式会社　ジオ
H21.3.15

福岡県 福岡市 H20.10.28 その他 その他 0.3k㎡ 国土調査課 (株)テクノ
H21.2.9

福岡県 福岡市 H20.10.28 その他 その他 0.3k㎡
土地・水資源局国土調査
課

(株)西日本測研社

H21.2.9
福岡県 久留米市 H20.12.25 道路計画 ２級 基準点   1点 久留米市 大成ジオテック株式会社

H21.3.20 ３級 基準点   40点
福岡県 福岡市 H20.12.1 その他 ３級 基準点   1点 福岡市道路下水道局 石川エンジニアリング有限会社

H21.3.15 ４級 基準点   3点
福岡県 北九州市 H21.1.5 道路台帳 ３級 基準点   7点 北九州市建設局 石橋開発株式会社

H21.1.19
福岡県 柳川市 H21.1.13 地盤変動調査 １級 水　準  211.0km 福岡県 株式会社　新世コンソーシアム

大牟田市 H21.3.19
大川市
みやま市
大木町

佐賀県 佐賀市
福岡県 北九州市 H21.1.19 その他 １級 基準点   7点 北九州市建設局 村井測量設計株式会社

H21.3.31 １級 水　準  12.0km

福岡県 北九州市 H20.10.9 砂防計画 2500 数値図化 25.2k㎡
福岡県北九州土木事務
所

(株)エイトコンサルタント

H21.3.30 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 25.2k㎡
福岡県 北九州市 H21.1.20 道路台帳 ３級 基準点   7点 北九州市建設局 石橋開発株式会社

H21.2.20
福岡県 太宰府市 H21.1.23 河川管理 基準点   6点 福岡県那珂土木事務所 アジア航測(株)

大野城市 H21.3.13 簡級 水　準  11.8km
福岡市 8000 撮　影 16.0k㎡

8000 空　三   10Ｍ
2500 数値図化 2.8k㎡

福岡県 宗像市 H21.2.7 その他 ２級 基準点   6点 宗像市 西日本環境設計株式会社
H21.3.31 ２級 基準点   3点

福岡県 飯塚市 H21.2.5 河川計画 １級 基準点   2点 福岡県飯塚土木事務所 株式会社　山本測量開発
H21.3.13 ３級 基準点   3点

福岡県 鞍手町 H21.1.30 下水道管理 500 座標変換 5.6k㎡ 鞍手町 朝日航洋(株)
H21.3.25 500 座標変換 29.7k㎡

福岡県 福岡市 H21.2.9 その他 ２級 水　準  34.2km 福岡市交通局 株式会社　大高開発
H21.3.15

福岡県 久留米市 H21.2.12
管理用（現況
把握）

15000 撮　影 746.0k㎡
福岡県久留米土木事務
所

大成ジオテック(株)

朝倉市 H21.3.13 15000 同時調整   492点
大刀洗町
小郡市
筑紫野市
うきは市

福岡県 行橋市 H21.2.12 土地改良 ２級 基準点   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
H21.3.17

福岡県 大川市 H21.2.18 その他 ２級 基準点   4点
九州地方整備局福岡国
道事務所

大成ジオテック株式会社

佐賀県 佐賀市 H21.3.17 ３級 基準点   6点
３級 水　準  7.5km

福岡県 福岡市 H21.2.18 その他 ２級 水　準   1点 福岡市博多区 株式会社大高開発
H21.3.26

福岡県 福岡市 H21.2.19 その他 ２級 基準点   1点 福岡市 株式会社　ヒカリ建設コンサルタント
H21.3.16 ３級 基準点   19点

福岡県 福岡市 H20.12.25 その他 ２級 基準点   1点 福岡市 有限会社　高野測量設計事務所
H21.3.16 ３級 基準点   21点
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福岡県 志摩町 H21.2.19 土地改良 ２級 基準点   7点 福岡県福岡農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会
H21.3.27 ３級 基準点   5点

福岡県 岡垣町 H21.2.17 土地改良 ２級 基準点   3点 福岡県八幡農林事務所 福岡県土地改良事業団体連合会
H21.3.15 ３級 基準点   3点

２級 座標変換   1点
福岡県 北九州市 H21.2.23 その他 ３級 基準点   3点 北九州市建設局 (株)中村測建事務所

H21.3.31

福岡県 粕屋町 H21.2.24 土地区画整理 ３級 基準点   1点
粕屋町駕与丁北部土地
区画整理組合

福岡土地区画整理株式会社

H21.6.30 ４級 基準点   1点
福岡県 篠栗町 H21.2.6 総合計画 ２級 基準点   4点 福岡県　　篠栗町 株式会社　サンコンサル

H21.3.27

福岡県 行橋市 H21.2.26 その他 ３級 基準点   1点
国土交通省九州地方整
備局北九州国道事務所
行橋維持出張所

株式会社GIS九州

H21.2.28 ３級 水　準  2.0km
福岡県 豊前市 H21.3.9 ほ場整備 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

H21.3.17

福岡県 小郡市 H21.1.30 管理台帳 4000 撮　影  3.0km
独立行政法人水資源機
構筑後川下流総合管理
所

(株)ウエスコ

H21.3.15 500
既成図数値
化

0.2k㎡

500 数値図修正 0.2k㎡
500 座標変換 0.2k㎡

福岡県 柳川市 H20.11.1 河川管理 2500 写測図化 33.0k㎡ 筑後川河川事務所 第一復建(株)
みやま市 H21.3.19
筑後市
八女市

福岡県 鞍手町 H21.3.19 河川計画 2500 航空レーザ 48.0k㎡ 福岡県直方土木事務所 朝日航洋(株)
遠賀町 H21.3.31
中間市
岡垣町

福岡県 筑紫野市 H21.3.19 都市計画 ３級 基準点   3点 筑紫野市
ジェイアール九州コンサルタンツ株式
会社

H21.3.25
福岡県 大牟田市 H21.4.3 その他 ３級 基準点   3点 大牟田市 株式会社本田開発コンサルタント

H21.6.17
福岡県 北九州市 H21.4.10 森林計画 20000 撮　影 995.0k㎡ 福岡県 写測エンジニアリング株式会社

中間市 H21.12.20
芦屋町
水巻町
岡垣町
遠賀町
行橋市
豊前市
みやこ町
上毛町
築上町

福岡県 北九州市 H21.4.15 道路台帳 ３級 基準点   1点 北九州市建設局 八木測量事務所
H21.5.30

福岡県 福岡市 H21.5.20 土地区画整理 ３級 基準点   4点
福岡市橋本土地区画整
理組合

第一復建株式会社

H22.3.15 ４級 基準点   40点
福岡県 築上町 H21.6.25 固定資産 8000 カラー撮影 119.3k㎡ 福岡県　　築上町 写測エンジニアリング（株）

H21.9.30
福岡県 北九州市 H21.5.1 道路台帳 ３級 基準点   2点 北九州市建設局 株式会社　創建コンサルタント

H21.9.30
福岡県 上毛町 H21.6.4 土地改良 ２級 基準点   1点 上毛町 福岡県土地改良事業団体連合会

H21.7.1 ３級 基準点   5点
４級 基準点   16点
２級 座標変換   1点

福岡県 福岡市 H21.6.11 土地改良 ３級 基準点   1点 福岡市 福岡県土地改良事業団体連合会
H21.12.31 ４級 基準点   7点

福岡県 北九州市 H21.6.22 道路台帳 ３級 基準点   3点 北九州市建設局 佐藤測量株式会社
H21.7.31

福岡県 北九州市 H21.6.11 道路台帳 １級 基準点   3点 北九州市建設局 村井測量設計株式会社
H21.8.31

福岡県 香春町 H21.6.30 総合計画 １級 基準点   3点 香春町 佐藤測量　株式会社
H22.2.5 ３級 基準点   3点 株式会社　日測設計

４級 基準点  
福岡県 宮若市 H21.6.30 道路計画 １級 基準点   1点 福岡県直方土木事務所 株式会社　ライズコンサルタント

H21.10.7 ３級 基準点   3点
福岡県 北九州市 H21.7.3 道路台帳 １級 基準点   1点 北九州市建設局 株式会社　西日本測研社

H21.8.31
福岡県 北九州市 H21.8.1 総合計画 １級 基準点   2点 北九州市建設局 村井測量設計株式会社

H21.12.31
福岡県 福岡市 H21.7.15 その他 ３級 基準点   3点 福岡市博多区 西日本建技株式会社

H21.10.28
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福岡県 北九州市 H21.7.15 総合計画 ３級 基準点   5点 北九州市建設局 有限会社サンエー設計
H21.8.31

福岡県 北九州市 H21.7.13 総合計画 ３級 基準点   5点 北九州市建設局 手嶋測量有限会社
H21.8.31

福岡県 筑紫野市 H21.7.16 道路計画 ２級 基準点   2点 福岡県那珂土木事務所 第一復建株式会社
H21.12.10 ３級 基準点   5点

４級 基準点   13点
２級 水　準  2.0km
500 平　板 4.0k㎡

福岡県 福岡市 H21.7.26 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.3k㎡
土地・水資源局国土調査
課

日本航測(株)

H21.11.13 共和航業(株)
福岡県 北九州市 H21.7.27 道路台帳 ３級 基準点   3点 北九州市建設局 中工測量設計工事有限会社

H21.11.7
福岡県 飯塚市 H21.8.4 河川計画 １級 基準点   1点 福岡県飯塚土木事務所 日本航測株式会社

H21.12.21 ３級 基準点   7点
４級 基準点   85点

福岡県 福岡市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.5k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

株式会社エスケイエンジニアリング

H21.12.25

福岡県 福岡市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.4k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

株式会社大高開発

H21.11.20 春日綜合技術株式会社

福岡県 福岡市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.4k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

株式会社エスケイエンジニアリング

H21.11.30
福岡県 みやこ町 H21.8.1 砂防計画 2500 数値図化 6.0k㎡ 福岡県　行橋土木事務所 大成ジオテック(株)

H22.3.13
福岡県 朝倉市 H21.8.21 その他 ２級 基準点   5点 朝倉市 有限会社　グローバルプラン

H21.10.30
福岡県 矢部村 H21.6.3 砂防計画 2500 数値図化 9.9k㎡ 福岡県八女土木事務所 東亜建設技術(株)

H22.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.9k㎡
福岡県 築上町 H21.8.25 都市計画 8000 空　三   63Ｍ 福岡県　　築上町 写測エンジニアリング（株）

H22.2.26 2500 数値図化 12.8k㎡

福岡県 北九州市 H21.8.19
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.4k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)新世コンソーシアム

H22.1.15

福岡県 北九州市 H21.8.19
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.4k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

基洲測量株式会社

H22.1.12
福岡県 福岡市 H21.7.15 道路用地 ３級 基準点   1点 福岡市 有限会社　福測

H21.11.11
福岡県 飯塚市 H21.9.7 用地測量 ２級 基準点   4点 九州防衛局 村井測量設計株式会社

H21.11.13 ４級 基準点   20点
福岡県 嘉麻市 H21.7.10 砂防計画 2500 数値図化 7.2k㎡ 福岡県　飯塚土木事務所 東亜建設技術(株)

H22.3.15 25㎝ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.2k㎡
福岡県 みやこ町 H21.8.1 砂防計画 2500 数値図化 11.2k㎡ 福岡県　行橋土木事務所 写測エンジニアリング（株）

H22.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 11.2k㎡
福岡県 宮若市 H21.9.25 道路計画 １級 基準点   2点 福岡県直方土木事務所 公和測量設計社

H22.1.4 ３級 基準点   4点
２級（検

測）
その他   1点

福岡県 筑紫野市 H21.10.9 道路計画 ３級 基準点   3点
福岡県　那珂県土整備事
務所

株式会社　東亜コンサルタント

H22.3.9 ４級 基準点   23点
３級 水　準  7.3km

福岡県 飯塚市 H21.10.15 河川管理 ３級 水　準  6.0km
九州地方整備局　遠賀川
河川事務所

石橋開発　株式会社

H22.2.28
福岡県 北九州市 H21.10.13 総合計画 ３級 基準点   2点 北九州市建設局 手嶋測量有限会社

H21.11.10
福岡県 北九州市 H21.10.16 都市計画 ３級 基準点   1点 北九州市建設局 東西測量設計工務株式会社

H21.12.4
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福岡県 宮若市 H21.7.24 道路計画 計測 航空レーザ 12.5k㎡
福岡県　直方県土整備事
務所

朝日航洋(株)

H21.11.20
グラウ

ンドデー
タ作成

航空レーザ 3.2k㎡

グリッド
データ

作成
航空レーザ 3.2k㎡

福岡県 上毛町 H21.10.20 道路台帳 ３級 基準点   3点
九州地方整備局　北九州
国道事務所

九建設計株式会社

H22.3.15
福岡県 築上町 H21.11.12 基準点測量 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

H22.3.19
福岡県 鞍手町 H21.11.6 下水道台帳 500 数値図化 0.7k㎡ 福岡県　　鞍手町 朝日航洋(株)

H21.12.10
福岡県 大牟田市 H21.11.19 都市計画 ３級 基準点   1点 大牟田市 株式会社　本田開発コンサルタント

H21.12.25

福岡県 大野城市 H21.11.5 土地区画整理 ２級 基準点   1点
大野城市月の浦西土地
区画整理共同施工者

福岡土地区画整理（株）

H22.1.30 ３級 基準点   1点
４級 基準点   55点
500 平　板 0.1k㎡

福岡県 柳川市 H21.12.22 海岸保全 10000 撮　影 28.1k㎡
福岡県　南筑後県土整備
事務所

大成ジオテック(株)

大川市 H22.1.4
福岡県 北九州市 H22.1.15 基準点測量 ３級 基準点   3点 北九州市建設局 株式会社　第一調査設計

H22.3.31
福岡県 北九州市 H22.2.3 総合計画 ３級 基準点   2点 北九州市建設局 石橋開発(株)

H22.3.31
福岡県 北九州市 H22.2.24 道路台帳 ３級 基準点   1点 北九州市建設局 吉村測量設計株式会社

H22.3.31

佐賀県 神埼市 H19.2.16 ダム計画 ２級 基準点   8点
佐賀河川総合開発工事
事務所

平和測量設計(株)

H19.3.26 ３級 基準点   15点
２級 水　準  17.0km

簡級 水　準  3.0km
8000 カラー撮影 6.7k㎡
1000 数値図化 2.5k㎡

佐賀県 伊万里市 H19.10.30 道路計画 １級 基準点   3点
九州地方整備局　佐賀国
道事務所

平和測量設計(株)

H20.1.31 ２級 基準点   4点
３級 基準点   10点
３級 水　準  8.9km

佐賀県 伊万里市 H19.10.31 道路計画 １級 基準点   3点
九州地方整備局　佐賀国
道事務所

(株)建設技術センター

H20.1.31 ２級 基準点   3点
３級 基準点   8点
３級 水　準  7.8km

佐賀県 武雄市 H19.10.4 砂防計画 2500 数値図化 1.5k㎡ 佐賀県武雄土木事務所 (株)パスコ
H20.3.20 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.5k㎡

佐賀県 武雄市 H19.2.14 砂防計画 2500 数値図化 2.7k㎡ 佐賀県武雄土木事務所 (株)アイ・エヌ・エー
H20.3.13 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.7k㎡

佐賀県 武雄市 H19.11.30 砂防計画 2500 数値図化 2.7k㎡ 佐賀県武雄土木事務所 アジア航測(株)
H19.12.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.7k㎡

佐賀県 嬉野市 H19.12.25 砂防計画 2500 数値図化 1.6k㎡ 佐賀県鹿島土木事務所 (株)ウエスコ
H20.3.17 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.6k㎡

佐賀県 伊万里市 H20.1.8 道路計画 ３級 基準点   9点
九州地方整備局　佐賀国
道事務所

(株)九州開発エンジニヤリング

H20.3.13 ３級 水　準  11.0km
佐賀県 伊万里市 H20.5.2 固定資産 8000 撮　影 418.7k㎡ 佐賀県　　伊万里市 (株)パスコ

H21.3.31 8000 空　三 418.7k㎡
1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 255.0k㎡

佐賀県 佐賀市 H20.5.7 砂防計画 2500 数値図化 1.0k㎡ 佐賀県佐賀土木事務所 国際航業(株)
H20.12.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.0k㎡

佐賀県 佐賀市 H20.5.13 その他 ３級 水　準  13.6km
九州地方整備局　筑後川
河川事務所

平和測量設計株式会社

H20.10.31
佐賀県 嬉野市 H20.9.30 土地区画整理 １級 基準点   1点 嬉野市 福岡土地区画整理株式会社

H21.3.10 ３級 基準点   9点
４級 基準点   121点
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佐賀県 鹿島市 H20.9.30 鉄道計画 １級 基準点   53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　九州
新幹線建設局

株式会社　有明測量開発社

武雄市 H21.3.19 ３級 基準点   137点
長崎県 諫早市 ２級 水　準  71.3km

大村市 ２級 水　準   55点
東彼杵町

佐賀県 嬉野市

佐賀県 基山町 H20.10.9
農業・農村基
盤図

地上画
素寸法
14.5㎝

数値撮影
1821.0

k㎡
佐賀県土地改良事業団
体連合会

アジア航測(株)

鳥栖市 H21.3.18 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
1821.0

k㎡
上峰町
みやき町
吉野ヶ里町
神埼市
多久市
小城市
佐賀市
江北町
大町町
白石町
武雄市
有田町
嬉野市
鹿島市
太良町

佐賀県 唐津市 H20.10.20 砂防計画 2500 数値図化 4.2k㎡ 佐賀県唐津土木事務所 国際航業(株)
H21.2.26 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.2k㎡

佐賀県 大町町 H20.10.28 河川管理 ２級 基準点   2点 武雄河川事務所 中央コンサルタンツ(株)
H21.3.13

佐賀県 唐津市 H20.10.30 砂防計画 2500 数値図化 5.9k㎡ 佐賀県唐津土木事務所 (株)パスコ
H21.2.28

佐賀県 多久市 H20.12.1 砂防計画 2500 写測図化 2.6k㎡ 佐賀県　佐賀土木事務所 国際航業(株)
H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.6k㎡

佐賀県 多久市 H20.12.1 砂防計画 2500 数値図化 2.1k㎡ 佐賀県　佐賀土木事務所 (株)パスコ
H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.1k㎡

佐賀県 鳥栖市 H20.12.8 固定資産 ４級 基準点   8点 佐賀県　　鳥栖市 (株)パスコ
H21.2.27 10000 撮　影 150.0k㎡

10000 空　三 150.0k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 71.7k㎡

佐賀県 嬉野市 H20.12.4 河川計画 2500 白地図等 6.4k㎡ 佐賀県　鹿島土木事務所 中日本航空(株)
H21.3.17 応用地質(株)

佐賀県 武雄市 H20.11.20 河川計画 2500 数値図修正 73.8k㎡
九州地方整備局武雄河
川事務所

写測エンジニアリング（株）

多久市 H21.3.13
小城市
大町町
江北町
白石町

佐賀県 唐津市 H20.11.20 河川計画 2500 数値図修正 52.3k㎡
九州地方整備局武雄河
川事務所

大和測量設計(株)

伊万里市 H21.3.13
武雄市

佐賀県 佐賀市 H21.1.5 地盤変動調査 １級 水　準  274.0km 佐賀県 株式会社　大日測量設計
江北町 H21.3.30
大町町
鹿島市
北方町
武雄市
小城市
神埼市

佐賀県 武雄市 H21.3.3 河川計画 2500 写測図化 7.6k㎡ 佐賀県　武雄土木事務所 アジア航測(株)
H21.3.16 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.6k㎡

佐賀県 唐津市 H20.8.11 砂防計画 2500 数値図化 7.6k㎡ 佐賀県　唐津土木事務所 サンコーコンサルタント(株)
H21.6.1 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.0k㎡

佐賀県 武雄市 H21.5.19 砂防計画 2500 数値図化 0.9k㎡ 佐賀県　武雄土木事務所 アジア航測(株)
H21.7.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 30.0k㎡

佐賀県 唐津市 H21.8.11 下水道計画 ３級 基準点   9点 唐津市 株式会社　間瀬コンサルタント
H21.11.20

佐賀県 唐津市 H21.8.21 下水道計画 １級 基準点   2点 唐津市 株式会社　第一技術コンサルタント
H22.1.29 ３級 基準点   14点

佐賀県 唐津市 H21.8.28 総合計画 ３級 基準点   2点 唐津市 株式会社　精工コンサルタント
H21.9.30
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佐賀県 唐津市 H21.9.9 下水道計画 １級 基準点   3点 唐津市 九州水工設計株式会社
H21.12.25 ３級 基準点   14点

４級 基準点 29.4k㎡

佐賀県 唐津市 H21.11.16 河川管理 ３級 水　準  14.4km
九州地方整備局　武雄河
川事務所

大成ジオテック株式会社

伊万里市 H22.3.12

佐賀県 唐津市 H21.11.20 河川管理 ３級 水　準  18.6km
九州地方整備局　武雄河
川事務所

株式会社　エスケイエンジニアリング

伊万里市 H22.2.20
距離標

設置
その他   2点

長崎県 松浦市
横断測

量
その他  121.0km

深　浅  45.0km

長崎県 吉井町 H17.3.17
固定資産（吉
井町・世知原

8000 カラー撮影 126.3k㎡ 長崎県　　佐世保市 (株)パスコ

世知原町 H17.3.31 簡級 水　準  53.7km
8000 空　三   131Ｍ
1000 数値図化 59.1k㎡

8000
直接定位計
算

  131点

長崎県 雲仙市 H17.11.14 下水道計画 簡級 水　準  14.2km 長崎県　　雲仙市 (株)パスコ
H18.3.25 4000 座標変換   27点

4000 カラー撮影 5.4k㎡
500 数値図化 0.8k㎡

長崎県 南島原市 H18.7.1 ほ場整備
地積図

根点
座標変換   7点

南島原市布津北部土地
改良区

長崎県土地改良事業団体連合会

H19.3.29 ２級 基準点   3点
３級 基準点   8点
４級 基準点   147点
500 平　板 0.2k㎡

長崎県 長崎市 H19.7.18 海岸保全 ３級 基準点   1点
九州地方整備局　長崎港
湾・空港整備事務所

太洋技研(株)

H19.8.22
長崎県 南島原市 H19.8.20 ほ場整備 ３級 基準点   2点 布津北部土地改良区 長崎県土地改良事業団体連合会

H20.3.28 ４級 基準点 0.1k㎡
500 平　板 0.1k㎡

長崎県 長崎市 H20.1.16 道路計画 ３級 基準点   7点 長崎県　長崎土木事務所 九州オリエント測量設計(株)
H20.12.28

長崎県 諫早市 H19.10.19 砂防計画 2500 数値図化 37.4k㎡ 諫早土木事務所 （株）基礎地盤コンサルタンツ
H20.3.21 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 37.4k㎡

長崎県 島原市 H20.2.13 砂防計画 航空レーザ 37.5k㎡
九州地方整備局雲仙復
興事務所

(株)パスコ

H20.3.25

長崎県 雲仙市 H20.2.7 その他 15000 撮　影  
九州地方整備局雲仙復
興事務所

大成ジオテック(株)

島原市 H20.3.25
南島原市

長崎県 対馬市 H20.3.7 その他 ２級 基準点   3点 長崎県　対馬地方局 豊福設計(株)
H20.3.21

長崎県 対馬市 H20.3.28 港湾計画 １級 基準点   11点 長崎県　対馬地方局 太洋技研(株)
H20.3.31 ２級 基準点   11点

３級 基準点   23点

長崎県 五島市 H20.7.25 道路計画
街区多

角点
基準点   1点 五島市 (有)五島測量

H20.12.31

長崎県 長崎市 H20.6.27 その他
街区点・
補助点

その他 0.8k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

昭和株式会社九州支社

H21.2.27

長崎県 佐世保市 H20.6.27 その他
街区点・
補助点

基準点 0.8k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

テクノ・九州中央測量共同企業体

H21.2.6

長崎県 佐世保市 H20.6.27 その他
街区点・
補助点

基準点 1.0k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

長崎測量・工藤・吉川共同企業体

H21.3.9
長崎県 長崎市 H20.7.24 砂防計画 2500 写測図化 4.1k㎡ 長崎県長崎土木事務所 東亜建設技術(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.1k㎡
長崎県 長崎市 H20.9.1 その他 ２級 基準点   2点 長崎県長崎土木事務所 株式会社　長崎測量

H20.9.24 ３級 基準点   2点
４級 基準点   12点
３級 水　準   2点

長崎県 長崎市 H20.8.14 その他
街区点・
補助点

その他 0.8k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

中央テクノ株式会社

H21.3.2

長崎県 長崎市 H20.8.8 その他
街区点・
補助点

その他 0.8k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

日本ジタン株式会社

H21.2.27
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長崎県 佐世保市 H20.9.5 砂防計画 2500 数値図化 2.3k㎡ 長崎県県北振興局 (株)間瀬コンサルタント

H20.11.30
長崎県 長崎市 H20.9.19 砂防計画 2500 白地図等 10.3k㎡ 長崎県長崎土木事務所 西日本技術開発(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 10.3k㎡
長崎県 長崎市 H20.8.27 砂防計画 2500 数値図化 8.5k㎡ 長崎県長崎土木事務所 国土防災技術(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 8.5k㎡
長崎県 南島原市 H20.10.22 道路計画 8000 撮　影 3.9k㎡ 長崎県島原振興局 国際航業(株)

H21.1.21 8000 空　三   3Ｍ
簡級 水　準  7.0km
2500 数値図化 1.3k㎡

長崎県 諌早市 H20.10.27
県営畑地帯総
合整備事業

３級 水　準  5.5km
長崎県県央農村整備事
務所

アジア航測(株)

H21.1.23 8000 撮　影 3.7k㎡
8000 空　三   3Ｍ
1000 数値図化 1.2k㎡

長崎県 諌早市 H20.7.4 砂防計画 2500 数値図化 13.0k㎡ 長崎県諫早土木事務所 (株)スリーエヌ技術コンサルタント
H21.2.27

長崎県 諌早市 H20.7.1 砂防計画 2500 数値図化 12.6k㎡ 長崎県諫早土木事務所 第一復建(株)
H21.2.27

長崎県 佐世保市 H20.9.22 砂防計画 2500 数値図化 2.5k㎡ 長崎県県北振興局 国際航業(株)
H21.11.6 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.5k㎡

長崎県 佐世保市 H20.9.4 砂防計画 2500 数値図化 4.5k㎡ 長崎県県北振興局 中日本航空(株)
H21.2.27 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.5k㎡

長崎県 諫早市 H20.11.12
経営体育成基
盤整備事業

３級 水　準  7.3km
長崎県県央農村整備事
務所

アジア航測(株)

H21.2.2 8000 撮　影 7.7k㎡
8000 空　三   6Ｍ

長崎県 大村市 H20.11.17 下水道計画 ３級 水　準  21.2km 長崎県　　大村市水道局 アジア航測(株)
H21.2.16 5000 空　三   30Ｍ

500 数値図化 0.1k㎡
1000 数値図化 4.0k㎡

長崎県 佐世保市 H20.11.17 砂防計画 10000 空　三   107Ｍ 長崎県県北振興局 (株)パスコ
H20.11.20 2500 数値図化 2.0k㎡

長崎県 佐世保市 H20.9.24 砂防計画 2500 数値図化 4.9k㎡ 長崎県県北振興局 応用地質(株)
H20.11.20

長崎県 長崎市 H20.11.26 その他 １級 基準点   1点
長崎県長崎土木事務所
長崎港湾漁港事務所

太洋技研株式会社

H21.1.31 ３級 基準点   4点

長崎県 諌早市 H20.12.2 固定資産 10000
直接定位計
算

321.0k㎡ 長崎県　　諫早市 朝日航洋(株)

H21.3.19 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 321.0k㎡
長崎県 長与町 H20.12.3 河川計画 ３級 基準点   2点 長崎県長崎土木事務所 有限会社　吉川土木コンサルタント

H21.1.31
長崎県 諫早市 H21.1.5 地盤変動調査 １級 水　準  15.2km 諫早市 扇精光  株式会社

H21.3.31 ２級 水　準  28.3km

長崎県 新上五島町 H20.12.24 その他 １級 基準点   11点
長崎県五島地方局上五
島土木事務所

光栄測量設計株式会社

H21.3.25 ２級 基準点   5点

長崎県 長崎市 H20.12.24 鉄道計画 ４級 基準点   16点
長崎県長崎鉄道高架整
備事務所

九州オリエント測量設計　株式会社

H21.3.30

長崎県 松浦市 H20.11.21 砂防計画 2500 数値図化 4.7k㎡
長崎県県北振興局　田平
土木事務所

復建調査設計(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.7k㎡
長崎県 波佐見町 H21.1.7 その他 ３級 基準点   7点 長崎県県北振興局 県北土地開発株式会社

H21.3.27

長崎県 平戸市 H21.1.13 その他 ３級 基準点   8点
長崎県県北振興局田平
土木事務所

太洋技研(株)

H21.2.10

長崎県 平戸市 H21.1.30 その他 １級 基準点   3点
長崎県県北振興局田平
土木事務所

株式会社　実光測量設計

H21.3.10
長崎県 長崎市 H21.1.28 道路計画 1000 数値図化 1.9k㎡ 長崎県　　長崎市 アジア航測(株)

H21.3.18

長崎県 深江町 H21.2.18 その他 ２級 基準点   1点
九州地方整備局長崎河
川国道事務所

扇精光株式会社

H21.3.10
長崎県 長与町 H21.2.13 河川計画 ３級 水　準  5.8km 長崎県長崎土木事務所 有限会社吉川土木コンサルタント

H21.3.10
長崎県 佐世保市 H21.2.19 その他 １級 基準点   2点 佐世保市 有限会社吉永測量事務所

H21.3.25 ２級 基準点   1点

長崎県 南島原市 H21.2.27 道路台帳 ３級 基準点   1点
国土交通省九州地方整
備局長崎河川国道事務
所

扇精光株式会社

H21.3.20
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長崎県 諫早市 H21.2.6 治水計画 その他 53.1k㎡
九州地方整備局長崎河
川国道事務所

(株)パスコ

H21.6.30
長崎県 佐世保市 H20.8.29 道路台帳 500 数値図化 1.0k㎡ 佐世保市 (株)パスコ

H21.3.19
長崎県 長崎市 H21.3.16 その他 １級 基準点   1点 長崎市 扇精光株式会社

H21.3.27
長崎県 対馬市 H21.4.20 道路計画 ２級 基準点   7点 長崎県対馬振興局 西日本開発株式会社

H21.8.14 ３級 基準点   4点
３級 水　準  27.5km

長崎県 時津町 H21.5.8 砂防計画 １級 基準点   2点 長崎県長崎振興局 株式会社　工藤測量設計
H21.8.31

長崎県 長崎市 H21.5.11 砂防計画 ２級 基準点   1点 長崎県長崎振興局 豊福設計株式会社
H21.7.7 ３級 基準点   2点

４級 基準点   37点

長崎県 川棚町 H21.5.7
公共下水道整
備

３級 水　準  3.3km 長崎県　　川棚町 大成ジオテック

H21.7.31 5000 撮　影 3.2k㎡
500 数値図化 0.2k㎡

長崎県 長崎市 H21.6.12 ダム計画 ３級 基準点   7点 長崎県長崎振興局 九州オリエント測量設計株式会社
H21.9.22

長崎県 五島市 H21.7.6 道路計画 １級 基準点   1点 長崎県五島振興局 扇精光株式会社
H22.1.14 ３級 基準点   2点

長崎県 壱岐市 H21.7.1
農地集積加速
化基盤整備

8000 撮　影 5.0k㎡ 長崎県　壱岐振興局 アジア航測(株)

H21.10.28 空　三   4Ｍ
３級 水　準  9.9km

1000 数値図化 0.9k㎡
長崎県 諫早市 H21.7.27 その他 ３級 基準点   2点 長崎県県央振興局 太洋技研株式会社

H21.8.29
長崎県 西海市 H21.7.16 道路計画 ３級 座標変換   1点 長崎県　県北振興局 扇精光(株)

H21.10.9 ３級 基準点   2点

長崎県 佐世保市 H21.7.21 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.8k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

県北土地開発　株式会社

H22.2.15

長崎県 佐世保市 H21.7.21 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

県北土地開発株式会社

H22.1.29

長崎県 佐世保市 H21.7.21 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.6k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

(有)田渕測量

H21.12.25

長崎県 佐世保市 H21.7.17 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.6k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

(株)新世コンソーシアム

H22.1.29

長崎県 佐世保市 H21.7.21 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

(株)工藤測量設計

H22.2.19 (有)吉川土木コンサルタント

長崎県 佐世保市 H21.7.21 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

(株)工藤測量設計

H22.2.15 (有)吉川土木コンサルタント

長崎県 長崎市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

九州オリエント測量設計株式会社

H22.2.15

長崎県 長崎市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.5k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

九州オリエント測量設計株式会社

H22.1.12
長崎県 五島市 H21.8.25 道路計画 ３級 基準点   2点 長崎県五島振興局 有限会社　吉川土木コンサルタント

H22.1.10
長崎県 五島市 H21.9.15 道路計画 ３級 基準点   2点 長崎県五島振興局 太洋技研株式会社

H21.10.10
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長崎県 五島市 H21.8.21
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.3k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)オオバ

H21.12.18

長崎県 五島市 H21.8.10
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.3k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

光栄測量(有)

H21.12.18

長崎県 五島市 H21.8.21
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.4k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)長崎測量

H21.12.25
長崎県 長崎市 H21.9.16 総合計画 ４級 基準点   2点 長崎市 扇精光株式会社

H21.10.30

長崎県 鹿町町 H21.9.18
埋立竣工図書
作成

１級 基準点   1点 長崎県　県北振興局 県北土地開発　株式会社

H21.11.10 ２級 基準点   3点
長崎県 諌早市 H21.10.19 土地区画整理 ３級 基準点   5点 諌早市 株式会社　中庭測量コンサルタント

H22.3.19 ４級 基準点   55点
３級 水　準 3.0k㎡

出来形
確認

（1/500
）

その他 7.5k㎡

長崎県 平戸市 H21.10.21 道路改良 ２級 基準点   2点 長崎県県北振興局 県北土地開発株式会社
H22.2.26 ３級 基準点   3点

長崎県 長崎市 H21.11.16 総合計画 ４級 基準点   6点
長崎市上下水道事業管
理者　上下水道局

扇精光株式会社

H21.12.28

長崎県 長崎市 H21.11.27 道路台帳
1級

123K40
0　再設

基準点   1点
九州地方整備局長崎河
川国道事務所

扇精光株式会社

H21.11.27
3級

123k700
再設

基準点   1点

３級 水　準  0.7k㎡点
2級

123k900
移転

基準点   1点

長崎県 長崎市 H21.12.11 ダム計画 ３級 基準点   5点 長崎県長崎振興局 有限会社吉川土木コンサルタント
H22.3.26 ２級 水　準  11.7km

長崎県 諫早市 H21.11.16
地盤変動調査
（諌早湾干拓
堤防管理測

２級 基準点   7点 長崎県県央振興局 日本企画設計　株式会社

雲仙市 H22.3.16 ３級 基準点   12点
３級 水　準  10.0km

熊本県 水俣市 H16.12.6
砂防基盤図作
成

2500 数値図化 1.2k㎡ 熊本県芦北地域振興局 昭和(株)

H17.1.31 2500 写真図 1.2k㎡

熊本県 御船町 H16.12.22
土砂災害防止
計画

2500 数値図化 0.6k㎡
熊本県　上益城地域振興
局

アジア航測(株)

益城町 H17.3.4 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 0.6k㎡
矢部町

熊本県  H18.2.6 河川台帳 航空レーザ
2302.0

k㎡
熊本県 アジア航測(株)

H18.3.30 (株)パスコ
中日本航空(株)
国際航業(株)

熊本県 熊本市 H19.3.9 道路計画 8000 空　三   21Ｍ 熊本河川国道事務所 朝日航洋(株)
玉名市 H19.3.30 2500 数値図化 14.0k㎡

熊本県 天草市 H19.3.16 道路計画 8000 数値撮影 120.0k㎡
九州幹線道路調査事務
所

(株)パスコ

鹿児島県 長島町 H19.3.20 15000 数値撮影 5.0k㎡
25000 数値撮影 42.0k㎡
1000 数値図化 12.0k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 120.0k㎡

熊本県 南阿蘇村 H19.9.4 総合計画 １級 基準点   51点 熊本県　南阿蘇村 (株)スペック
H24.3.25 ２級 基準点   50点

３級 座標変換   40点

熊本県 南阿蘇村 H19.10.15 道路計画 ３級 水　準  3.9km
九州地方整備局　熊本河
川国道事務所

西日本測量設計(株)

H19.11.20
熊本県 荒尾市 H19.11.1 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

H20.3.30
熊本県 芦北町 H19.11.2 砂防計画 2500 数値図化 1.0k㎡ 熊本県芦北地域振興局 玉野総合コンサルタント(株)

H20.1.11
熊本県 芦北町 H19.12.7 総合計画 10000 撮　影 55.0k㎡ 芦北町 大成ジオテック(株)

津奈木町 H20.3.14
水俣市
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熊本県 芦北市 H20.1.7 砂防計画 2500 数値図化 4.3k㎡ 熊本県芦北地域振興局 (株)パスコ
H20.3.28 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.2k㎡

熊本県 菊池市 H20.5.16 土地改良 ２級 基準点   7点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.2.13 ３級 基準点   11点

熊本県 菊池市 H20.6.13 土地改良 ２級 基準点   4点 熊本県菊池地域振興局 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   13点

熊本県 水俣市 H20.7.1 土地改良 ２級 基準点   3点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.2.27

熊本県 荒尾市 H20.7.1 総合計画 10000 数値撮影 57.2k㎡ 熊本県　　荒尾市 (株)パスコ
H21.3.31 10000 同時調整   535点

1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 57.2k㎡
基準点   11点

熊本県 上天草市 H20.7.23 総合計画 ３級 基準点   5点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.2.27

熊本県 宇城市 H20.8.1 ほ場整備 8000 撮　影 11.5k㎡
熊本県庁（宇城地域振興
局）

(株)ユニバーサル

H20.11.25 1000 数値図化 2.1k㎡
8000 空　三   6Ｍ
４級 水　準  10.3km

熊本県 菊池市 H20.8.8 土地改良 ２級 基準点   8点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.16 ３級 基準点   7点

熊本県 玉名市 H20.8.4 ほ場整備 ３級 水　準  5.0km 熊本県 (株)パスコ
H20.10.31 1000 白地図等 0.9k㎡

熊本県 玉名市 H20.9.18 その他 ２級 基準点   9点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.23

熊本県 熊本市 H20.9.22 都市計画 2500 平板・修正 19.6k㎡ 熊本市 大成ジオテック(株)
H21.3.31 10000 平板・修正 19.6k㎡

熊本県 多良木町 H20.9.22 その他 ２級 基準点   2点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.2.27 ３級 基準点   13点

熊本県 御船町 H20.10.1 その他 ２級 基準点   3点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
甲佐町 H21.3.10 ３級 基準点   6点

熊本県 山鹿市 H20.7.10 砂防計画 2500 数値図化 3.7k㎡ 熊本県鹿本地域振興局 (株)パスコ
H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 3.7k㎡

熊本県 西原村 H20.10.7 その他 ２級 基準点   1点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.19 ３級 基準点   8点

熊本県 山都町 H20.6.16 砂防計画 2500 数値図化 3.7k㎡
熊本県上益城地域振興
局

(株)パスコ

H21.2.27 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 3.7k㎡
熊本県 水上村 H20.10.28 砂防計画 簡級 水　準  93.1km 熊本県 朝日航洋(株)

H21.3.25 10000 空　三   93Ｍ
2500 数値図化 4.8k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.8k㎡

熊本県 錦町 H20.10.28 砂防計画 簡級 水　準  66.7km 熊本県 復建調査設計(株)
多良木町 H21.3.25 基準点   4点

10000 空　三   23Ｍ
2500 数値図化 2.2k㎡
2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.2k㎡

熊本県 熊本市 H20.11.6 都市計画 10000 カラー撮影 40.0k㎡ 熊本市 大成ジオテック(株)
H21.1.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 19.6k㎡

熊本県 南小国町 H20.10.24 砂防計画 2500 数値図化 5.8k㎡ 熊本県阿蘇地域振興局 朝日航洋(株)
H21.3.6 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 5.8k㎡

熊本県 玉名市 H20.11.14 その他 ３級 基準点   8点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.24

熊本県 山鹿市 H20.11.26 土地改良 ３級 基準点   15点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.23

熊本県 大津町 H20.12.4 その他 ２級 基準点   6点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.19

熊本県 菊池市 H20.12.5 その他 ２級 基準点   7点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.23 ３級 基準点   10点

熊本県 熊本市 H20.12.16 固定資産 8000 撮　影 286.7k㎡ 熊本市 朝日航洋(株)
H21.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 286.7k㎡

熊本県 玉名市 H20.12.22 その他 ３級 基準点   24点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.3.24

熊本県 熊本市 H20.12.25 道路台帳 ３級 基準点   46点 熊本市 興栄測量設計株式会社
H21.3.27

熊本県 玉名市 H20.6.23 砂防計画 2500 写測図化 3.0k㎡ 熊本県玉名地域振興局 (株)パスコ
H21.3.16 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 3.8k㎡

熊本県 宇土市 H20.12.24 道路計画 8000 カラー撮影 25.7k㎡
国土交通省九州地方整
備局　熊本河川国道事務
所

(株)ウエスコ

H21.3.23 ４級 基準点   10点

熊本県 菊陽町 H21.1.21 総合計画 １級 基準点   4点 熊本県　　菊陽町
玉野総合コンサルタント株式会社　福
岡支店

H21.3.23 １級 水　準  10.0km
熊本県 城南町 H21.1.23 道路計画 簡級 水　準  14.0km 熊本県庁 アジア航測(株)

甲佐町 H21.3.19 8000 数値撮影 24.0k㎡
人吉市 8000 同時調整   15点

1000 数値図化 1.0k㎡
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熊本県 熊本市 H21.1.30 道路台帳 ４級 基準点   395点 熊本市 有限会社　馬場測量設計事務所
H21.3.13 ４級 基準点   5000点

４級 基準点   6182点
熊本県 阿蘇市 H20.2.17 砂防計画 10000 空　三 50.0k㎡ 熊本県 復建調査設計(株)

H21.3.19 2500 数値図化 2.9k㎡
熊本県 熊本市 H21.2.2 その他 ２級 基準点   2点 熊本市 株式会社オークスコンサルタント

H21.3.27 ３級 基準点   8点
熊本県 山鹿市 H20.6.16 下水道台帳 1000 写測図化  137.0km 熊本県　　山鹿市 国際航業(株)

H21.3.2

熊本県 八代市 H21.2.6 その他 その他 705.0k㎡
九州地方整備局　八代河
川国道事務所

アジア航測(株)

人吉市 H21.10.30
芦北町
球磨村
五木村
山江村
相良村
鏡町
あさぎり町
多良木町
水上村
湯前町

熊本県 菊池市 H21.5.19 土地改良 ２級 基準点   3点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H21.12.18

熊本県 熊本市 H21.3.17 河川管理 12500 カラー撮影 68.5k㎡
九州地方整備局　熊本河
川国道事務所

第一航業(株)

嘉島町 H21.6.20 2500 数値図修正 40.0k㎡
甲佐町

熊本県 山鹿市 H21.6.5 河川管理 ３級 縦横断  16.0km
九州地方整備局　菊池川
河川事務所

株式会社　エスケイエンジニアリング

和水町 H21.8.31 深　浅   82点

熊本県 熊本市 H21.2.7 河川管理
グラウ

ンドデー
タ作成

航空レーザ 750.0k㎡
九州地方整備局　熊本河
川国道事務所

朝日航洋(株)

宇土市 H21.10.30

グリッド
データ
(5m)作

成

航空レーザ 750.0k㎡

阿蘇市
宇城市
菊陽町
大津町
嘉島町
高森町
城南町
益城町
御船町
甲佐町
山都町
西原村
南阿蘇村

熊本県 山都町 H21.9.1 土地改良 ２級 基準点   2点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H22.2.26 ３級 基準点   2点

熊本県 菊池市 H21.8.6 土地改良 ２級 基準点   3点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会
H22.2.26 ３級 基準点   2点

熊本県 天草市 H21.8.28
中山間整備事
業

２級 基準点   1点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会

H22.3.5 ３級 基準点   4点
地籍図
根三角

点
座標変換   1点

熊本県 熊本市 H21.8.19
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.6k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)オービット

H22.1.29

熊本県 美里町 H21.10.8
換地を伴う確
定測量

２級 基準点   1点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会

H22.2.26 ３級 基準点   2点

熊本県 山鹿市 H21.10.26
都市基準点維
持管理

２級 基準点   2点 山鹿市 株式会社　コンサルハマダ

H21.12.25 ３級 基準点   3点
熊本県 宇城市 H21.10.26 下水道計画 ３級 基準点   10点 宇城市 東亜建設技術株式会社

H22.1.30 ２級 座標変換   1点
地籍図
根三角

点
座標変換   4点

３級 水　準   10点
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熊本県 錦町 H21.11.4
換地を伴う確
定測量

２級 基準点   1点 熊本県 熊本県土地改良事業団体連合会

H22.2.26 ３級 基準点   7点
大分県 大分市 H17.1.31 道路計画 4000 カラー撮影 1.7k㎡ 大分県大分土木事務所 (株)日建技術コンサルタント

H17.3.30 簡級 水　準  3.0km
4000 空　三   4Ｍ
500 数値図化 0.1k㎡

大分県 臼杵市 H17.11.1 総合計画 10000 カラー撮影 191.0k㎡ 大分県　　臼杵市 (株)パスコ

H18.3.31 10000
直接定位計
算

  130点

大分県 杵築市 H19.9.26 砂防計画 2500 数値図化 10.2k㎡ 大分県別府土木事務所 中日本航空(株)
H20.2.29 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 46.1k㎡

大分県 国東市 H19.12.12 その他 15000 撮　影
2982.0

k㎡
大分県土地改良事業団
体連合会

(株)パスコ

杵築市 H20.3.10 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ
2982.0

k㎡
別府市
日出町
九重町
由布市
竹田市
豊後大野市
臼杵市
津久見市

大分県 由布市 H19.9.27 砂防計画 2500 数値図化 48.3k㎡ 大分県 (株)パスコ
H20.3.14 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 268.1k㎡

大分県 日田市 H20.8.27 ダム計画 8000 撮　影 16.7k㎡
独立行政法人水質源機
構大山ダム建設所

(株)パスコ

H21.1.25 8000 空　三   17Ｍ
1000 数値図化 6.2k㎡
1000 航空レーザ 12.0k㎡

大分県 中津市 H20.8.9 砂防計画 2500 数値図化 6.7k㎡
大分県庁（中津土木事務
所）

(株)日航コンサルタント

H21.2.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.7k㎡

大分県 豊後大野市 H20.8.13 砂防計画 2500 数値図化 5.5k㎡
大分県豊後大野土木事
務所

写測エンジニアリング（株）

H21.2.28 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 40.0k㎡
大分県 佐伯市 H20.8.19 砂防計画 2500 数値図化 9.9k㎡ 大分県佐伯土木事務所 東亜建設技術(株)

H21.3.6 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.9k㎡

大分県 臼杵市 H20.8.2 砂防計画 2500 数値図化 6.7k㎡
大分県（臼杵土木事務
所）

(株)日航コンサルタント

H21.2.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.6k㎡

大分県 日田市 H20.8.11 砂防計画 2500 数値図化 9.3k㎡
大分県（日田土木事務
所）

(株)パスコ

H21.2.27 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 9.3k㎡

大分県 国東市 H20.8.8 砂防計画 2500 数値図化 7.6k㎡
大分県（国東土木事務
所）

(株)日建技術コンサルタント

H21.2.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.6k㎡

大分県 大分市 H20.8.8 砂防計画 2500 数値図化 7.0k㎡
大分県庁（大分土木事務
所）

(株)日建技術コンサルタント

H21.2.23 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.0k㎡
大分県 大分市 H20.11.19 ダム計画 ３級 基準点   4点 大分川ダム工事事務所 (株)パスコ

H21.1.30 ４級 基準点   183点
３級 水　準  6.0km

大分県 杵築市 H20.8.12 砂防計画 2500 数値図化 6.4k㎡ 大分県 復建調査設計(株)
H21.2.27 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.4k㎡

大分県 大分市 H20.11.28 ダム計画 5000 撮　影 0.6k㎡
国土交通省九州地方整
備局　大分川ダム工事事
務所

国際航業(株)

H21.1.30 10000 撮　影 6.1k㎡
２級 基準点   3点

簡級 水　準  7.8km
500 数値図化 0.6k㎡

1000 数値図化 6.1k㎡
大分県 津久見市 H20.12.8 土地区画整理 ２級 基準点   1点 津久見市 東洋測量設計株式会社

H21.3.13 ３級 基準点   8点
その他 0.2k㎡

大分県 宇佐市 H20.8.26 砂防計画 2500 数値図化 7.0k㎡ 大分県 第一復建(株)
H21.3.13 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.0k㎡

大分県 豊後高田市 H20.12.25 砂防計画 2500 写測図化 7.7k㎡
大分県豊後高田土木事
務所

大成ジオテック(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.7k㎡
大分県 玖珠町 H20.8.8 砂防計画 2500 数値図化 6.2k㎡ 大分県玖珠土木事務所 (株)パスコ

九重町 H21.3.13 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 6.2k㎡

大分県 大分市 H21.2.23 河川計画 ２級 水　準  1.0km
九州地方整備局大分河
川国道事務所

ファーストコンサルタンツ株式会社

H21.3.31
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大分県 大分市 H21.2.23 都市計画 ３級 基準点   4点 大分県　　大分市 東亜コンサルタント株式会社
H21.3.27 ３級 水　準  4.5km

大分県 佐伯市 H21.2.3
地盤高データ
作成

グラウ
ンドデー

タ作成
その他 135.8k㎡

九州地方整備局佐伯河
川国道事務所

東亜建設技術(株)

H21.8.31
グリット
データ

作成
その他 149.2k㎡

大分県 日田市 H21.5.30 下水道計画 4000 カラー撮影 3.5k㎡ 大分県　　日田市 東亜建設技術(株)

H21.10.30
１０モデ

ル
空　三   10Ｍ

500 数値図化 0.4k㎡

３級 水　準
 7.1km

5点
大分県 中津市 H21.8.3 道路計画 ２級 基準点   12点 大分県中津土木事務所 大分技術開発株式会社

H21.10.10 ３級 基準点   15点
３級 水　準  11.0km

大分県 中津市 H21.12.28 河川管理
グラウ

ンドデー
タ作成

航空レーザ 292.0k㎡
九州地方整備局　山国川
河川事務所

大成ジオテック(株)

玖珠町 H21.12.28
グリッド
データ

作成（５
航空レーザ 292.0k㎡

福岡県 吉富町
上毛町

宮崎県 木城町 H17.3.2
砂防計画（宮
崎県木城町）

2500 数値図化 0.7k㎡ 宮崎県高鍋土木事務所 中日本航空(株)

H17.3.25
都農町 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 0.7k㎡

宮崎県 門川町 H17.3.2
砂防計画
（宮崎県東臼
杵郡門川町）

2500 数値図化 3.8k㎡ 宮崎県日向土木事務所 中日本航空(株)

椎葉村 H17.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 3.8k㎡
諸塚村
東郷町
南郷町
西郷村
北郷村

宮崎県 高鍋町 H18.1.23 砂防計画 2500 数値図化 2.0k㎡ 宮崎県　高鍋土木事務所 中日本航空(株)
新富町 H18.3.24 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 14.3k㎡
木城町
川南町

宮崎県 延岡市 H18.6.21 道路台帳 簡級 水　準  8.5km 延岡河川国道事務所 アジア航測(株)
H19.11.30 4000 カラー撮影 1.9k㎡

500 数値図化 0.3k㎡

宮崎県 宮崎市 H18.9.14 道路台帳 ２級 基準点   13点
宮崎国道事務所　宮崎維
持出張所

(株)西田技術開発コンサルタント

高鍋町 H19.3.15 ３級 基準点   21点
４級 基準点   102点
500 平　板 0.5k㎡

宮崎県 高鍋町 H18.8.9 道路台帳 ２級 基準点   6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

川南町 H19.3.15 ３級 基準点   5点
宮崎県 都城市 H19.1.18 砂防計画 12000 数値撮影 253.0k㎡ 宮崎河川国道事務所 アジア航測(株)

小林市 H19.3.28
えびの市
高原町

宮崎県 小林市 H19.8.31 砂防計画 2500 数値図化 2.3k㎡ 宮崎県小林土木事務所 (株)パスコ
H20.3.25 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.3k㎡

宮崎県 新富町 H19.12.27 都市計画 2500
既成図数値
化

7.4k㎡ 宮崎県　　新富町 (株)パスコ

H20.3.31 2500 数値図修正 7.4k㎡

宮崎県 宮崎市 H20.1.23 港湾計画 １級 水　準  6.4km
九州地方整備局　宮崎港
湾・空港整備事務所

九州工営(株)

H20.2.8
宮崎県 宮崎市 H20.5.7 土地改良 ２級 基準点   6点 宮崎県 宮崎県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ４級 基準点 0.2k㎡
宮崎県 野尻町 H20.5.7 土地改良 ２級 基準点   3点 宮崎県 宮崎県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ４級 基準点 0.1k㎡
宮崎県 都城市 H20.6.16 土地改良 ２級 基準点   7点 宮崎県 宮崎県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ４級 基準点 0.5k㎡
宮崎県 三股町 H20.4.21 都市計画 10000 カラー撮影 110.0k㎡ 宮崎県　　三股町 朝日航洋(株)

H21.3.27 10000 空　三 110.0k㎡
宮崎県 都城市 H20.6.6 固定資産 10000 カラー撮影 653.3k㎡ 宮崎県　　都城市 朝日航洋(株)

H20.12.15 10000 空　三   2575Ｍ
宮崎県 宮崎市 H20.6.16 土地区画整理 ３級 基準点   2点 宮崎県宮崎市役所 有限会社ダイヤコンサルタント

H20.7.30 ４級 基準点   16点
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宮崎県 宮崎市 H20.5.23 海岸保全 １級 基準点   9点
宮崎河川国道工事事務
所

南興測量設計(株)

H21.3.19 ３級 水　準  7.3km
宮崎県 宮崎市 H20.9.1 砂防計画 2500 数値図化 2.8k㎡ 宮崎県宮崎土木事務所 パシフィックコンサルタンツ(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.8k㎡
宮崎県 高千穂町 H20.7.22 砂防計画 2500 数値図化 1.1k㎡ 宮崎県　西臼杵支庁 国際航業(株)

H21.3.15 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 1.8k㎡

宮崎県 延岡市 H20.11.25 道路台帳 ２級 基準点   8点
九州地方整備局延岡河
川国道事務所

正栄技術コンサルタント株式会社

H21.3.13

宮崎県 宮崎市 H20.11.20 道路台帳 ３級 基準点   1点
九州地方整備局宮崎河
川国道事務所宮崎維持
出張所

アース建設コンサルタント株式会社

H21.1.31

宮崎県 宮崎市 H20.11.26 道路計画 ２級 基準点   2点
九州地方整備局宮崎河
川国道事務所

株式会社　水野建設コンサルタント

日南市 H21.3.18 ３級 基準点   11点
４級 基準点   56点

宮崎県 宮崎市 H20.12.3 道路計画 ２級 基準点   4点 宮崎県宮崎土木事務所 株式会社　コスモエンジニアリング
H21.1.17 ４級 基準点   40点

宮崎県 小林市 H20.12.1 土地区画整理 ３級 基準点   1点 小林市
株式会社　南九州都市開発研究事務
所

H21.2.27 ４級 基準点   17点
その他 2.9k㎡

宮崎県 都農町 H20.12.10 道路台帳 ２級 基準点   10点
九州地方整備局宮崎河
川国道事務所宮崎維持
出張所

株式会社　西田技術開発コンサルタ
ント

H21.3.15 ３級 基準点   15点
宮崎県 宮崎市 H20.12.17 砂防計画 2500 数値図化 0.6k㎡ 宮崎県高岡土木事務所 玉野総合コンサルタント(株)

H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 0.6k㎡
宮崎県 日向市 H20.6.27 砂防計画 2500 写測図化 2.6k㎡ 宮崎県日向土木事務所 中日本航空(株)

美郷町 H21.3.25
門川町

宮崎県 宮崎市 H21.2.9 土地改良 ２級 基準点   4点 宮崎市 宮崎県土地改良事業団体連合会
H21.6.30 ４級 基準点 0.1k㎡

宮崎県 川南町 H21.2.16 道路台帳 ２級 基準点   4点
九州地方整備局宮崎河
川国道事務所宮崎維持
出張所

株式会社　西田技術開発コンサルタ
ント

都農町 H21.3.15 ３級 基準点   6点
宮崎県 えびの市 H21.2.10 砂防計画 2500 数値図化 2.9k㎡ 宮崎県小林土木事務所 (株)ウエスコ

小林市 H21.3.25
宮崎県 都城市 H20.7.2 砂防計画 2500 数値図化 0.7k㎡ 宮崎県都城土木事務所 (株)パスコ

三股町 H21.3.25 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 0.7k㎡
宮崎県 日南市 H21.2.18 砂防計画 2500 数値図化 2.4k㎡ 宮崎県日南土木事務所 朝日航洋(株)

H21.2.28
宮崎県 小林市 H21.2.18 砂防計画 2500 数値図化 5.2k㎡ 宮崎県小林土木事務所 朝日航洋(株)

H21.3.12

宮崎県 日南市 H21.2.23 道路台帳 ２級 基準点   3点
九州地方整備局宮崎河
川国道事務所日南国道
維持出張所

(株)国土開発コンサルタント

H21.3.15 ３級 基準点   6点
宮崎県 日南市 H21.3.10 その他 １級 水　準  4.5km 気象庁宮崎地方気象台 九州工営株式会社

H21.3.27
宮崎県 宮崎市 H21.2.11 その他 その他 157.8k㎡ 宮崎河川国道事務所 復建調査設計(株)

都城市 H21.8.31
小林市
綾町
高鍋町
木城町

宮崎県 延岡市 H20.7.1 砂防計画 2500 数値図化 1.6k㎡ 宮崎県延岡土木事務所 アジア航測(株)
H21.3.31 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 4.5k㎡

宮崎県 延岡市 H21.5.15 森林計画 16000 カラー撮影
1928.0

k㎡
宮崎県 (株)中庭測量コンサルタント

日向市 H21.11.30
西都市
西米良村
木城町
都農町
門川町
諸塚村
椎葉村
美郷町
日之影町
五ケ瀬町
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宮崎県 木城町 H21.9.1 河川計画 8000 カラー撮影 160.0k㎡
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所

朝日航洋(株)

高鍋町 H21.9.25 同時調整   248点
宮崎市
国富町
綾町
野尻町
都城市

宮崎県 小林市 H21.9.1 砂防計画 2500 数値図化 6.5k㎡ 宮崎県小林土木事務所 (株)ウエスコ
野尻町 H22.3.25
高原町

宮崎県 小林市 H21.3.5 地すべり対策 計測 航空レーザ 416.4k㎡
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所

(株)パスコ

高原町 H21.10.30
グラウ

ンドデー
タ作成

航空レーザ 265.6k㎡

野尻町

グリッド
データ

(1m,5m)
作成

航空レーザ 265.6k㎡

４級 水　準  0.4km

宮崎県 高千穂町 H21.9.24 道路計画 １級 基準点   6点
九州地方整備局　延岡河
川国道事務所

株式会社　都城技建コンサルタント

日之影町 H22.2.26 ２級 基準点   7点
３級 基準点   13点

鹿児島県 桜島町 H16.3.4 都市計画 2500
既成図数値
化

32.2k㎡ 鹿児島県　桜島町 大成ジオテック(株)

H16.3.23 2500 写測修正 15.5k㎡
2500 座標変換 32.2k㎡

10000 編　集 32.2k㎡
鹿児島県 串木野市 H17.5.28 道路台帳 500 数値図化 0.9k㎡ 鹿児島国道事務所 (株)パスコ

市来町 H17.10.31

鹿児島県 姶良町 H17.8.8 土地改良 簡級 水　準  7.9km
鹿児島県　加治木耕地事
務所

大成ジオテック(株)

H17.9.16 10000 空　三   5Ｍ
1000 数値図化 0.8k㎡

鹿児島県 薩摩川内市 H18.9.30 道路台帳 ２級 基準点   6点 鹿児島国道事務所 鹿児島土木設計(株)
H19.2.28 ３級 基準点   21点

４級 基準点   66点
鹿児島県 鹿児島市 H19.10.11 砂防計画 2500 数値図化 2.5k㎡ 鹿児島地域振興局 国際航業(株)

H20.3.17 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 2.5k㎡
鹿児島県 霧島市 H19.12.21 固定資産 10000 数値撮影 603.7k㎡ 鹿児島県　霧島市 国際航業(株)

H20.3.31 1000 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 603.7k㎡

鹿児島県 加治木町 H20.1.8 道路台帳 ２級 基準点   5点
九州地方整備局　鹿児島
国道事務所

(株)建設技術コンサルタンツ

曽於市 H20.1.31 ３級 基準点   10点
鹿児島県 霧島市 H20.2.7 都市計画 2500 数値図修正 53.9k㎡ 霧島市 (株)パスコ

H20.3.21 2500 写測図化 213.5k㎡
2500 その他 336.3k㎡

鹿児島県 南さつま市 H20.5.1 固定資産 10000 カラー撮影 283.3k㎡ 鹿児島県　南さつま市 朝日航洋(株)
H20.5.31 10000 空　三   1300Ｍ

鹿児島県 指宿市 H20.6.30 土地改良 ２級 基準点   16点
鹿児島県南薩地域振興
局農林水産部農村整備
課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H21.3.27 ３級 基準点   34点
４級 基準点   102点

鹿児島県 奄美市 H20.7.15 道路計画 10000 撮　影 9.8k㎡ 鹿児島県大島支庁 朝日航洋(株)
H20.12.15 簡級 水　準  5.5km

10000 空　三   5Ｍ
1000 数値図化 9.8k㎡

鹿児島県 長島町 H20.8.20 土地改良 ２級 基準点   2点 長島町 鹿児島県土地改良事業団体連合会
H21.3.19 ３級 基準点   2点

４級 基準点   8点
鹿児島県 薩摩川内市 H20.8.19 総合計画 1000 数値図化 683.5k㎡ 薩摩川内市 国際航業(株)

H21.2.27 2500 数値図化 137.9k㎡
鹿児島県 出水市 H20.9.4 都市計画 10000 撮　影 129.2k㎡ 出水市 (株)パスコ

H21.3.25 1000 白地図等 11.3k㎡
2500 数値図化 117.9k㎡

鹿児島県 知名町 H20.9.11 土地改良 ２級 基準点   1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

H21.3.21 ３級 基準点   7点
４級 基準点   21点

鹿児島県 知名町 H20.9.12 土地改良 ２級 基準点   1点
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

H21.3.21 ３級 基準点   3点
４級 基準点   6点
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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 和泊町 H20.9.12 土地改良 ２級 基準点   2点
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

H21.3.21 ３級 基準点   2点
４級 基準点   5点

鹿児島県 鹿屋市 H20.9.18 土地改良 ２級 基準点   4点
鹿児島県大隅地域振興
局農林水産部農村整備
課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H21.3.19 ３級 基準点   11点
４級 基準点   32点

鹿児島県 鹿児島市 H20.9.18 道路計画 ２級 基準点   2点
九州地方整備局　大隅河
川国道事務所

鹿児島土木設計株式会社

H21.2.27 ３級 基準点   4点
４級 基準点   21点

鹿児島県 鹿児島市 H20.10.3 砂防計画 ２級 基準点   2点
九州地方整備局　大隅河
川国道事務所

株式会社　萩原技研

H21.1.30
鹿児島県 鹿児島市 H20.10.27 港湾計画 ４級 水　準  26.0km 鹿児島市 (株)新日本技術コンサルタント

H20.12.10
鹿児島県 垂水市 H20.10.28 その他 １級 基準点   1点 大隅河川国道事務所 (株)みともコンサルタント

H20.12.20 ３級 基準点   4点
４級 基準点   14点

鹿児島県 和泊町 H20.11.17 土地改良 ２級 基準点   9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

H21.3.24 ３級 基準点   27点
４級 基準点   23点

鹿児島県 霧島市 H20.11.27 道路計画 ３級 基準点   3点
九州地方整備局鹿児島
国道事務所

株式会社　エスケイエンジニアリング

H21.3.25 ４級 基準点   12点

鹿児島県 枕崎市 H20.12.16 道路計画 ２級 基準点   2点
九州地方整備局鹿児島
国道事務所

鹿児島土木設計　株式会社

H21.3.19 ３級 基準点   2点
鹿児島県 志布志市 H20.11.1 道路台帳 4000 撮　影 33.0k㎡ 志布志市 (株)パスコ

H21.3.9
鹿児島県 奄美市 H20.12.17 砂防計画 2500 数値図化 7.5k㎡ 鹿児島県大島支庁 (株)パスコ

H21.3.19 2500 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｵﾙｿ 7.5k㎡
鹿児島県 宇検村 H21.1.7 土地改良 ２級 基準点   2点 宇検村 鹿児島県土地改良事業団体連合会

H21.3.16 ３級 基準点   2点
４級 基準点   6点

鹿児島県 肝付町 H21.2.2 土地改良 ２級 基準点   1点
鹿児島県大隅地域振興
局農林水産部農村整備
課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H21.3.30 ３級 基準点   2点
４級 基準点   3点

鹿児島県 鹿児島市 H21.2.6 道路台帳 ２級 基準点   10点
九州地方整備局鹿児島
国道事務所

株式会社　萩原技研

南九州市 H21.3.19 ３級 基準点   10点
鹿児島県 日置市 H21.2.6 土地区画整理 ２級 基準点   3点 日置市 朝日航洋株式会社

H21.3.17 ３級 基準点   8点
４級 基準点   146点

鹿児島県 湧水町 H21.2.12 その他 ２級 基準点   2点
九州地方整備局川内川
河川事務所

三州技術コンサルタント株式会社

H21.3.1

鹿児島県 南大隅町 H21.2.19
道路計画（平
面図作成）

1000 数値図化 2.9k㎡
鹿児島県大隅地域振興
局

アジア航測(株)

H21.3.25

鹿児島県 鹿屋市 H21.2.23 道路台帳 ２級 基準点   3点
九州地方整備局大隅河
川国道事務所

新和技術コンサルタント株式会社

H21.3.31

鹿児島県 鹿児島市 H21.3.10 その他 ２級 基準点   1点
国土交通省九州地方整
備局鹿児島港湾・空港整
備事務所

株式会社　久永コンサルタント

H21.3.27

鹿児島県 鹿屋市 H21.5.8 河川管理 ２級 基準点   6点
国土交通省九州地方整
備局大隅河川国道事務
所

株式会社アジア技術コンサルタンツ

肝付町 H21.7.31 ２級 座標変換   18点 株式会社丸建技術
東串良町

鹿児島県 鹿屋市 H21.6.19 土地改良 ２級 基準点   9点
鹿児島県大隅地域振興
局農林水産部農村整備
課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.25 ３級 基準点   13点
４級 基準点   38点

鹿児島県 曽於市 H21.6.22 道路台帳 ２級 基準点   4点
九州地方整備局鹿児島
国道事務所

九州テクノリサーチ株式会社

H21.12.31 ３級 基準点   27点
鹿児島県 薩摩川内市 H21.6.25 その他 ３級 基準点   2点 熊本防衛支局 株式会社　エーワンコンサルタント

H21.7.31 ４級 基準点   4点
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鹿児島県 曽於市 H21.6.30 道路計画 ２級 基準点   9点
鹿児島県大隅地域振興
局建設部曽於支所

株式会社　萩原技研

H21.8.14 ３級 基準点   13点
３級 水　準   5点

改算
（H9I014

8）
水　準  37.0km

鹿児島県 屋久島町 H21.7.21 土地改良 ２級 基準点   11点
鹿児島県熊毛支庁屋久
島事務所

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H21.12.28 ３級 基準点   12点
４級 基準点   25点

鹿児島県 志布志市 H21.7.24 道路計画 ３級 基準点   7点
九州地方整備局　大隅河
川国道事務所

株式会社　建設技術コンサルタンツ

H21.8.31

鹿児島県 指宿市 H21.7.22 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

中央テクノ株式会社

H22.2.8

鹿児島県 指宿市 H21.7.16 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.6k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

大福コンサルタント(株)

H22.1.15

鹿児島県 指宿市 H21.7.16 その他

都市再
生街区
基本調

査

その他 0.7k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

大福コンサルタント(株)

H22.2.8
鹿児島県 鹿児島市 H21.9.10 土地区画整理 ４級 基準点   63点 鹿児島市 財団法人　鹿児島土地区画整理協会

H21.12.2
出来形
確認測

量
その他 0.3k㎡

鹿児島県 鹿児島市 H21.8.19
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.3k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)国土技術コンサルタンツ

H21.12.21

鹿児島県 鹿児島市 H21.8.19
土地活用促進
調査

土地活
用促進

調査
その他 0.6k㎡

土地・水資源局　国土調
査課

(株)国土技術コンサルタンツ

H22.2.19

鹿児島県 姶良町 H21.9.7 土地改良 ２級 基準点   10点
鹿児島県姶良・伊佐地域
振興局農林水産部農村
整備課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   16点
４級 基準点   88点

２級（座
標変換）

その他   2点

鹿児島県 川辺町 H21.9.10 道路計画 １級 基準点   6点 鹿児島県南薩地域振興 株式会社　萩原技研
枕崎市 H21.9.30 ２級 基準点   7点

３級 基準点   6点
３級 水　準  28.0km

鹿児島県 志布志市 H21.10.9 土地改良 ２級 基準点   4点
鹿児島県大隅地域振興
局農林水産部曽於支所

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.12 ３級 基準点   13点
４級 基準点   31点
２級 座標変換   43点

鹿児島県 姶良町 H21.9.30 土地改良 ２級 基準点   4点
鹿児島県　姶良・伊佐地
域振興局　農林水産部農
村整備課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   5点
４級 基準点   9点

鹿児島県 さつま町 H21.9.1 道路計画 8000 撮　影 17.6k㎡ 鹿児島県 アジア航測(株)
H21.11.30 同時調整   12点

簡級 水　準  8.9km
2500 数値図化 8.2k㎡

鹿児島県 霧島市 H21.10.8 土地改良 ２級 基準点   4点
鹿児島県姶良・伊佐地域
振興局　農林水産部農村
整備課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   10点
４級 基準点   17点
２級 座標変換   15点

鹿児島県 蒲生町 H21.10.15 土地改良 ３級 基準点   2点
鹿児島県姶良・伊佐地域
振興局　農林水産部農村
整備課

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ４級 基準点   5点
２級 座標変換   6点
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鹿児島県 姶良町 H21.10.15 土地区画整理
出来形
確認測

量
その他 1.4k㎡ 姶良町 財団法人　鹿児島土地区画整理協会

H22.3.31

鹿児島県 瀬戸内町 H21.10.13
土地活用促進
調査

街区点
測量

その他 0.3k㎡
土地・水資源局国土調査
課

株式会社　大進

H22.2.8

鹿児島県 瀬戸内町 H21.10.13
土地活用促進
調査

街区点
測量

その他 0.3k㎡
土地・水資源局　国土調
査課

株式会社　大進

H22.2.26
鹿児島県 曽於市 H21.10.14 下水道計画 500 数値図化 0.4k㎡ 鹿児島県　曽於市 (株)ウエスコ

H21.12.22 500 座標変換 1.8k㎡
鹿児島県 霧島市 H21.12.11 総合計画 ２級 基準点   27点 霧島市 株式会社萩原技研

H22.2.26

鹿児島県 曽於市 H22.1.15 土地改良 ２級 基準点   2点
鹿児島県大隅地域振興
局農林水産部曽於支所

鹿児島県土地改良事業団体連合会

H22.3.19 ３級 基準点   2点
４級 基準点   2点
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沖縄県
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

沖縄県 石垣市 H19.10.9 下水道計画 １級 基準点   14点 石垣市 (株)アイエスシー

H20.2.28

２級 基準点   28点
３級 基準点   59点
３級 水　準  7.1km

沖縄県 国頭村 H19.11.15 その他 ２級 基準点   27点 防衛省沖縄防衛局 昭和(株)
東村 H20.10.31 ３級 基準点   3点

４級 基準点   361点
沖縄県 宮古島市 H20.7.22 土地改良 １級 基準点   2点 宮古島市 沖縄県土地改良事業団体連合会

H20.12.25 ３級 基準点   10点
４級 基準点   56点

沖縄県 宮古島市 H20.6.9 土地改良 １級 基準点   4点 沖縄県 沖縄県土地改良事業団体連合会
H20.12.19 ３級 基準点   9点

４級 基準点   78点
沖縄県 宮古島市 H20.6.16 土地改良 １級 基準点   2点 沖縄県 沖縄県土地改良事業団体連合会

H20.12.19 ３級 基準点   24点
４級 基準点   151点

沖縄県 八重瀬町 H20.6.9 土地改良 １級 基準点   2点
沖縄県南部農林土木事
務所

沖縄県土地改良事業団体連合会

H20.12.26 ３級 基準点   16点
４級 基準点   95点

沖縄県 宮古島市 H20.7.22 土地改良 １級 基準点   3点 沖縄県 沖縄土地改良事業団体連合会
H20.12.25 ３級 基準点   15点

４級 基準点   83点
沖縄県 宮古島市 H20.7.22 土地改良 ３級 基準点   11点 沖縄県 沖縄県土地改良事業団体連合会

H20.12.25 ４級 基準点   63点
沖縄県 南城市 H20.7.28 土地改良 ２級 基準点   8点 南城市 沖縄県土地改良事業団体連合会

H20.12.26 ３級 基準点   21点

沖縄県 名護市 H20.6.10 道路計画 ３級 基準点   7点
沖縄総合事務局北部国
道事務所

(株)沖縄建設技研

国頭村 H21.3.31 ４級 基準点   40点
恩納村

沖縄県 恩納村 H20.6.10 道路計画 １級 基準点   3点
沖縄総合事務局北部国
道事務所

(株)沖縄建設技研

名護市 H21.3.31 ３級 基準点   3点
４級 基準点   4点

沖縄県 浦添市 H20.9.12 道路計画 ２級 基準点   4点
沖縄総合事務局南部国
道事務所

(株)大富建設コンサルタント

北中城村 H21.3.25 ３級 基準点   6点
沖縄市

沖縄県 宜野湾市 H20.10.27 都市計画 10000 カラー撮影 19.7k㎡ 宜野湾市 アジア航測(株)
H21.3.27 2500 数値図化 19.7k㎡

沖縄県 与那原町 H20.11.18 道路計画 ２級 基準点   4点
沖縄総合事務局南部国
道事務所

(株)大東エンジニヤリング

南城市 H21.3.31 ３級 基準点   2点
沖縄県 沖縄市 H20.12.1 道路計画 １級 基準点   2点 沖縄県中部土木事務所 (株)大東エンジニヤリング

H21.3.25 ３級 基準点   1点
沖縄県 金武町 H20.12.26 河川計画 １級 基準点   2点 沖縄県北部土木事務所 (株)大東エンジニヤリング

H21.2.24 ３級 基準点   2点

沖縄県 宜野湾市 H21.1.13 道路計画 １級 基準点   1点
沖縄総合事務局　南部国
道事務所

(株)大東エンジニヤリング

H21.3.31 ２級 基準点   3点

沖縄県 那覇市 H20.2.21 総合計画 2500
既成図数値
化

39.2k㎡ 沖縄県 (株)パスコ

H21.3.25 2500 写測修正 39.2k㎡
沖縄県 八重瀬町 H21.2.9 土地区画整理 ２級 基準点   2点 八重瀬町 昭和(株)

H21.2.27 ３級 基準点   4点
４級 基準点   27点
500 地上数値法 0.1k㎡

沖縄県 宮古島市 H21.2.20 土地改良 １級 基準点   2点 沖縄県宮古支庁 沖縄県土地改良事業団体連合会
H21.3.31 ３級 基準点   17点

４級 基準点   107点
沖縄県 宮古島市 H21.2.20 土地改良 １級 基準点   4点 沖縄県宮古支庁 沖縄県土地改良事業団体連合会

H21.3.31 ３級 基準点   23点
４級 基準点   123点

沖縄県 北中城村 H21.3.10 道路計画 １級 基準点   2点
沖縄総合事務局　南部国
道事務所

(株)大東エンジニヤリング

H21.3.31 ３級 基準点   2点
沖縄県 竹富町 H21.3.10 土地改良 １級 基準点   2点 竹富町 沖縄県土地改良事業団体連合会

H21.8.31 ３級 基準点   7点
４級 基準点   32点

沖縄県 宮古島市 H21.4.13 土地改良 ２級 基準点   2点 宮古島市 沖縄県土地改良事業団体連合会
H21.12.30 ３級 基準点   7点

４級 基準点   47点
沖縄県 宮古島市 H21.4.13 土地改良 ３級 基準点   13点 宮古島市 沖縄県土地改良事業団体連合

H21.12.30 ４級 基準点   80点

測量地域 事業量
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沖縄県
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

沖縄県 宮古島市 H21.4.13 土地改良 ２級 基準点   3点 宮古島市 沖縄県土地改良事業団体連合
H21.12.30 ３級 基準点   8点

４級 基準点   56点

沖縄県 那覇市 H21.4.17 道路計画 ３級 基準点   3点
那覇市農連市場地区防
災街区整備事業準備組
合

(株)沖縄設計センター

H21.6.30
沖縄県 宮古島市 H21.4.13 土地改良 ３級 基準点   6点 沖縄県 沖縄県土地改良事業団体連合会

H21.12.30 ４級 基準点   45点
沖縄県 南風原町 H21.6.15 道路計画 １級 基準点   2点 沖縄県南部土木事務所 (株)大東エンジニヤリング

南城市 H22.1.29 ２級 基準点   1点
３級 基準点   4点

沖縄県 沖縄市 H21.9.24
自衛隊施設境
界明確化

１級 基準点   2点 沖縄防衛局 (株)向陽技研

H21.11.30 ３級 基準点   1点
４級 基準点   17点

沖縄県 南城市 H21.8.3 道路計画 ２級 基準点   3点 沖縄県南部土木事務所 (株)大東エンジニヤリング
H21.11.30

沖縄県 宮古島市 H21.10.28
ほ場整備（農
用地造成工計
画設計図面作

１級 基準点   4点
宮古農林水産振興セン
ター

(株)八島建設コンサルタント

H21.12.25 ３級 基準点   10点
1000 地上数値法 0.3k㎡

沖縄県 宮古島市 H21.8.21
地下ダム計画
（地形図作成）

1000 数値図化 1.4k㎡
沖縄総合事務局宮古伊
良部農業水利事業所

アジア航測(株)

H22.1.18 2500 数値図化 6.1k㎡

沖縄県 恩納村 H21.11.24 道路計画 簡級 水　準  4.0km
内閣府沖縄総合事務局
北部国道事務所

(株)パスコ

H21.12.18

－263－



全国
実施期間 測量目的 測量計画機関 測量作業機関

全国 H20.6.1 道路計画 10000
既成図数値

化
45点

財団法人日本デジタル道

路地図協会
（株）武揚堂

H21.3.31 25000
既成図数値
化

450点 昇寿チャート（株）

国土地図（株）
内外地図（株）
東京カートグラフィック（株）
緑川地図印刷（株）
（株）中央ジオマチックス
アジア航測（株）

北海道  H20.4.16 森林計画 16000 カラー撮影
11017
k㎡

林野庁 アジア航測（株）

H20.11.30
青森県  （株）フジヤマ
秋田県  東北測量（株）
岩手県  （株）写測
山形県  東北測量（株）
岐阜県  国際航業（株）
静岡県  東武計画（株）
鹿児島県  （株）パスコ
宮崎県  中日本航空（株）

写測エンジニアリング（株）
（株）かんこう

測量地域 事業量
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