公共測量開始について
測量期間

公示日

作業機関
測量地域
福島県富岡土木事務
福島県双葉郡楢葉町大字山田浜地内外
平成30年6月14日
所長

作業種類

平成30年6月11日

～ 平成30年9月28日

公共測量（２級基準点設置）

平成30年6月6日

～ 平成30年12月28日

公共測量（数値図化及び数値編集）

平成30年7月17日

～ 平成31年2月28日

公共測量（２級基準点測量）

平成30年7月30日

～ 平成31年3月15日

公共測量（砂防基盤図作成）

平成30年7月3日

～ 平成31年3月29日

公共測量（数値地形図作成）

平成30年8月27日

～ 平成31年1月21日

公共測量（数値図化及び数値編集）

平成30年8月30日 福島県須賀川市長
福島県須賀川市内一円
福島地方環境事務所
福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
平成30年9月27日
長
平成30年10月4日 福島県知事
福島県南相馬市ほか

平成30年7月26日

～ 平成31年3月22日

公共測量（数値地形図座標補正）

平成30年9月27日

～ 平成31年3月29日

公共測量（基準点測量）

平成30年10月2日

～ 平成31年3月29日

航空レーザ測量

平成30年10月22日 東北農政局長

平成30年10月19日 ～ 平成31年3月8日

公共測量（地形測量）

平成30年11月2日

航空レーザ測量

平成30年7月19日 福島県郡山市長

福島県郡山市日和田町外地内

福島県富岡土木事務
福島県双葉郡富岡町大字仏浜字釜田地内
所長
福島県喜多方建設事
福島県喜多方市高郷町磐見字若宮地内外
平成30年8月3日
務所長
平成30年8月10日 福島県会津若松市長 福島県会津若松市内
平成30年7月19日

平成30年8月24日 福島県郡山市長

福島県郡山市大槻町外地内

福島県双葉郡浪江町大字川添地内他

福島県白河市外
平成30年11月5日 福島県知事
福島県相双建設事務
福島県双葉郡楢葉町大字井出地内
平成30年11月21日
所長
福島県いわき建設事
福島県いわき市小名浜下神白地内
平成30年11月21日
務所長

平成30年11月21日 福島地方法務局長
平成30年11月28日 福島地方法務局長
福島県相双建設事務
平成30年12月26日
所長
平成30年12月28日 福島県病院経営課長
福島県相双建設事務
平成31年2月4日
所長
国土交通省東北地方
平成31年2月14日 整備局磐城国道事務
所長
福島県相双建設事務
平成31年2月25日
所長
福島県相双農林事務
平成31年3月1日
所長

～ 平成31年3月29日

平成30年11月15日 ～ 平成31年3月29日

基準点測量（下川内竜田停車場線）

平成30年11月26日 ～ 平成31年2月28日

公共測量（基準点測量）

福島県福島市野田町４丁目、５丁目、６丁目、７丁
平成30年10月10日 ～ 平成31年2月28日
目地内

～ 平成31年1月31日

公共測量（震災復興型登記所備付地
図作製作業）

福島県郡山市日和田町北東部

平成30年12月1日

福島県南相馬市原町区馬場字横川地内

平成30年12月25日 ～ 平成31年3月29日

2級基準点測量

福島県西白河郡矢吹町滝八幡地内

平成30年9月18日

～ 平成31年3月13日

基準点測量

福島県川内村大字下川内地内

平成31年1月29日

～ 平成31年3月29日

公共測量（基準点測量）

磐城国道事務所管内

平成31年2月7日

～ 平成31年3月20日

公共測量（空中写真測量、写真地
図、簡易水準測量、航空レーザ計
測、数地図化）

福島県双葉郡富岡町大字上手岡地内

平成31年2月25日

～ 平成31年3月29日

公共測量（基準点測量）

福島県南相馬市小高区小屋木地内外

平成31年3月5日

～ 平成31年3月29日

公共測量（ほ場整備事業に伴う地形
図作成）

基準点測量

公示日
平成31年3月6日

作業機関
測量地域
福島県相双農林事務
福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡地内外
所長

測量期間

作業種類

平成31年3月8日

～ 平成31年3月29日

公共測量（ほ場整備事業に伴う地形
図作成）

令和元年5月20日 福島県いわき市長

福島県いわき市都市計画区域内

令和元年5月9日

～ 令和2年3月27日

公共測量（修正数地図化）

令和元年5月23日 福島県三春町長

福島県三春町内全域

令和元年5月13日

～ 令和元年9月30日

公共測量（数値写真撮影）

令和元年5月27日 福島県福島市長

福島県福島市本町他（福島市都心中央地区）

令和元年6月1日

～ 令和元年7月31日

公共測量（基準点測量）

令和元年6月3日

福島県会津若松市長 福島県会津若松市内

令和元年5月21日

～ 令和2年3月31日

公共測量（航空写真測量）

令和元年6月3日

福島県須賀川市長

平成31年4月25日

～ 令和2年3月24日

公共測量（空中写真撮影、写真地図
作成）

令和元年6月6日

農林水産省東北農政
局阿武隈土地改良調 福島県郡山市田村町金沢字大六地内
査管理事務所長

令和元年6月10日

～ 令和元年6月19日

公共測量（2級基準点測量）

令和元年6月10日

農林水産省林野庁関
福島県南会津郡南会津町地内
東森林管理局長

令和元年6月20日

～ 令和元年11月29日

公共測量（航空レーザ測量）
標高データ（地図情報レベル500 、
0.5mメッシュ）

令和元年6月14日

～ 令和元年12月27日

公共測量（２級基準点測量）

福島県東白川郡塙町大字常世北野地内、福島県東白
令和元年8月1日
川郡鮫川村大字渡瀬地内

～ 令和2年1月20日

公共測量（基準点測量）

福島県郡山市安積町～福島県郡山市大槻町地内、福
令和元年6月11日
島県耶麻郡西会津町地内

～ 令和2年1月10日

公共測量（空中写真測量、簡易水準
測量、数値図化）

令和元年7月8日

～ 令和元年10月11日

公共測量（２級基準点測量）

～ 令和元年12月20日

公共測量（地形測量）

福島県相双建設事務
所長
福島県県南建設事務
令和元年6月28日
所長
国土交通省東北地方
令和元年7月1日 整備局郡山国道事務
所長
令和元年6月12日

福島県須賀川市全域

福島県相馬市原釜地内

令和元年7月2日

福島県相馬市長

令和元年7月9日

福島県双葉郡浪江町大字田尻地内他
東北農政局長
福島県県北建設事務
福島県県北都市計画区域内（国見町）
所長

令和元年7月2日

福島県郡山市長

福島県郡山市安積町他地内

令和元年5月24日

～ 令和元年12月16日

公共測量（数値図化及び数値編集）

令和元年7月16日 福島県桑折町長

福島県伊達郡桑折町地内

令和元年6月14日

～ 令和元年9月30日

公共測量（MMSデータ計測）

令和元年7月16日 福島県二本松市長

福島県二本松市市海道、茶園一丁目、本町二丁目地
平成31年4月8日
内

～ 令和2年3月25日

２級基準点測量（３点）

令和元年8月1日

～ 令和元年10月22日

公共測量（２級基準点測量）

令和元年8月1日

～ 令和元年10月22日

公共測量（２級基準点測量）

令和元年8月1日

～ 令和元年9月27日

公共測量（基準点測量）

令和元年7月8日
令和元年7月8日

福島県相馬市粟津字粟津地内外

福島県県南建設事務
福島県東白川郡塙町大字台宿地区
所長
福島県県南建設事務
福島県東白川郡棚倉町大字八槻地区
令和元年7月31日
所長
令和元年8月20日 福島県浪江町長
福島県双葉郡浪江町大字高瀬字丈六地内
令和元年7月31日

令和元年6月21日 ～ 令和2年1月31日

公共測量（数値図化）

公示日

作業機関

令和元年８月20日
独立行政法人都市再
（令和元年９月25
生機構福島震災復興 福島県双葉郡大熊町地内
日実施通知の作業
支援本部長
期間変更）
国土交通省東北地方
令和元年8月26日 整備局福島河川国道 福島県福島市、耶麻郡猪苗代町地内
事務所長
令和元年8月28日 福島県福島市長
令和元年8月28日

測量期間

測量地域

福島県福島市内全域

福島県会津若松建設
福島県会津若松市内
事務所長

作業種類

令和元年8月15日

～ 令和2年3月31日

公共測量（基準点測量、水準測量
他）

令和元年8月9日

～ 令和元年11月29日

公共測量（航空レーザ測量）

令和元年9月1日

～ 令和2年3月31日

公共測量（数値写真撮影）

令和元年8月19日

～ 令和元年12月9日

公共測量（数値地形図作成）

令和元年9月12日 福島県白河市長

福島県白河市内

令和元年9月6日

～ 令和2年1月31日

公共測量（数値写真撮影）

令和元年9月13日 福島地方法務局長

福島県会津若松市千石町、東千石１丁目、東千石
２丁目、東千石３丁目、和田１丁目、行仁町の地
区

令和元年9月15日

～ 令和元年12月15日

公共測量（２級基準点測量、４級
0.613㎢）

令和元年9月12日

～ 令和2年2月20日

公共測量（基準点測量）

福島県西白河郡西郷村村内

令和元年9月12日

～ 令和2年1月31日

公共測量（数値写真撮影）

福島県西白河郡矢吹町町内

令和元年9月2日

～ 令和2年3月27日

公共測量（航空写真測量）

福島県双葉郡浪江町赤宇木地内

令和元年9月30日

～ 令和2年3月19日

公共測量（２級基準点測量）

福島県会津若松市、喜多方市

令和元年10月1日

～ 令和2年3月31日

公共測量（航空レーザ測量）

福島県いわき市平泉崎字磐井前地内

令和元年10月7日

～ 令和2年1月30日

公共測量（基準点測量）

福 島 県 郡 山 市 横 塚 三 丁 目 、 安 原 町、 横川 町、 大平
令和元年9月10日
町、田村町、安積町地内

～ 令和2年2月19日

公共測量（数地図化及び数値編集）

独立行政法人都市再
令和元年9月13日 生機構福島震災復興 福島県双葉郡大熊町大字大川原地内
支援本部長
令和元年9月19日 福島県西郷村長
福島県県南建設事務
令和元年9月25日
所長
福島県相双建設事務
令和元年9月25日
所長
令和元年10月1日 福島県知事
福島県いわき建設事
令和元年10月2日
務所長
令和元年10月3日 福島県郡山市長

福島県相双建設事務
福島県南相馬市原町区下高平地内
所長
国土交通省東北地方
令和元年10月24日 整備局東北技術事務 福島県内の直轄国道及び直轄高速道路
所長
令和元年10月24日
（令和元年10月15 福島県県南建設事務
福島県東白川郡矢祭町大字関岡地区
日実施通知の作業 所長
期間、種類変更）
国土交通省東北地方
福島県双葉郡広野町大字下北迫地内～相馬郡新地町
令和元年11月5日 整備局磐城国道事務
駒ヶ嶺地内
所長
令和元年10月21日

令和元年10月23日 ～ 令和2年3月19日

公共測量（２級基準点測量）

令和元年10月17日 ～ 令和2年1月31日

公共測量（航空レーザ計測）

令和元年9月6日

公共測量（２、３級基準点測量）

～ 令和元年11月29日

令和元年10月24日 ～ 令和2年2月28日

公共測量（空中写真測量、写真地
図、簡易水準測量、航空レザー計
測、数地図化）

公示日

作業機関

令和元年11月6日 福島県須賀川市長

作業種類

令和元年10月28日 ～ 令和2年3月16日

公共測量（数値地形図作成）

令和元年11月1日

～ 令和元年12月18日

公共測量（基準点測量、地形測量、
路線測量）

令和元年9月30日

～ 令和2年3月27日

公共測量（数値地形図作成）

令和元年11月1日

～ 令和2年3月19日

公共測量（数値写真撮影）

福島県福島市松川町沼袋字日向地内

令和元年7月16日

～ 令和2年3月16日

公共測量（水準測量、数値地形図作
成）

福島県東白川郡矢祭町大字関岡地区

令和元年9月6日

～ 令和2年3月31日

公共測量（２、３級基準点測量）

福島県東白川郡塙町大字台宿地区

令和元年8月1日

～ 令和2年3月31日

公共測量（２級基準点測量）

福島県東白川郡棚倉町大字八槻地区

令和元年8月1日

～ 令和2年3月31日

公共測量（２級基準点測量）

福島県双葉郡浪江町大字請戸地区

令和2年1月11日

～ 令和2年3月31日

公共測量（基準点測量）

福島県須賀川市内一円

国土交通省東北地方
令和元年11月6日 整備局福島河川国道 福島県福島市在庭坂～福島県福島市佐原 地内
事務所長
福島県双葉郡楢葉町
福島県双葉郡楢葉町内一円
令和元年11月13日
長
福島県双葉郡大熊町
福島県双葉郡大熊町内一円
令和元年11月13日
長
令和元年11月14日 福島県福島市長

測量期間

測量地域

令和元年12月3日
（作業期間変更）
令和元年12月3日
（作業期間変更）
令和元年12月3日
（作業期間変更）
令和2年1月7日

福島県県南建設事務
所長
福島県県南建設事務
所長
福島県県南建設事務
所長
福島県浪江町長

令和2年1月8日

福島県知事

福島県伊達市、伊達郡川俣町全域

令和元年12月13日 ～ 令和2年3月19日

令和2年1月16日

福島県石川町長

福島県石川郡石川町字宝殿前、原、下ノ内地内

令和2年1月6日

～ 令和2年3月23日

令和2年1月21日

福島県いわき市長

福島県いわき市平鎌田、塩、中神谷地内

令和2年1月17日

～ 令和2年3月28日

令和2年2月3日

福島県広野町長

福島県双葉郡広野町大字下北迫地区及び大字下浅見
令和2年2月3日
川地区

令和2年2月26日

福島県富岡町長

福島県双葉郡富岡町東部地内

令和2年3月18日
独立行政法人都市再
(令和元年9月11日
生機構福島震災復興 福島県双葉郡大熊町大字大川原地内
付け実施通知の作
支援本部長
業期間変更）

～ 令和2年3月31日

公共測量（数値図化及び数値編集）
公共測量（空中写真測量、数値図
化、３級水準測量）
公共測量（水準測量、数値地形図作
成）
公共測量（基準点測量）

令和元年10月11日 ～ 令和2年3月23日

公共測量（数値地形図データ作成）

令和元年9月12日

公共測量（基準点測量）

～ 令和2年12月31日

