公共測量開始について
公示日

作業機関

令和2年4月2日
（令和元年11月28 福島県県南建設事務
福島県東白川郡塙町大字台宿地区
日付け実施通知の 所長
作業期間変更）
令和2年4月2日
（令和元年11月28 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
日付け実施通知の 所長
作業期間変更）
国土交通省国土地理
福島県内全域
令和2年4月14日
院長
福島県南会津建設事
福島県南会津郡下郷町大字戸赤地内
令和2年4月20日
務所長
令和2年4月30日 福島県田村市長
福島県田村市全域
福島県双葉郡双葉町
福島県双葉郡双葉町大字中野地内
令和2年5月15日
長
国土交通省東北地方
令和2年5月25日 整備局福島河川国道 福島県福島市及び二本松市
事務所長
令和2年6月9日

測量期間

測量地域

作業種類

令和元年8月1日

～ 令和2年7月31日

公共測量（２級基準点設置）

令和元年9月6日

～ 令和2年7月31日

公共測量（２、３級基準点設置）

令和2年6月1日

～ 令和3年3月31日

公共測量（基準点測量）

令和2年4月20日

～ 令和2年7月31日

公共測量（空中写真撮影レベル
2,500）

令和2年4月15日

～ 令和3年3月31日

公共測量（数値写真撮影）

平成30年6月1日

～ 令和2年9月30日

公共測量（２級基準点設置）

令和2年4月14日

～ 令和2年7月31日

公共測量（空中写真測量）

福島県いわき都市計画区域内

令和2年5月26日

～ 令和3年3月26日

公共測量（修正数値図化）

福島県南会津郡只見町、大沼郡金山町

令和2年4月23日

～ 令和3年2月19日

公共測量（航空レーザ測量）

福島県会津若松市内

令和2年7月13日

～ 令和2年11月9日

公共測量（数値地形図作成）

令和2年7月17日

福島県いわき市長
北陸地方整備局阿賀
野川河川事務所長
福島県会津若松建設
事務所長
東北農政局長

福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平地内

令和2年7月13日

～ 令和2年12月18日

公共測量（基準点測量）

令和2年8月26日

福島地方法務局長

福島県相馬市中村一丁目ほか地区

令和2年7月15日

～ 令和3年2月26日

公共測量（震災復興型登記所備付地
図作成作業）

平成30年6月1日

～ 令和3年2月28日

公共測量（２級基準点設置）

令和2年7月16日

～ 令和2年12月18日

公共測量（航空レーザ計測、数値図
化）

令和2年9月8日

～ 令和3年2月26日

公共測量（基準点測量）

令和2年9月23日

～ 令和3年2月8日

公共測量（２級基準点測量）

令和2年9月8日

～ 令和3年3月31日

公共測量（数値写真撮影）

令和2年7月17日
令和2年7月17日

令和2年9月4日
（令和2年5月12日 福島県双葉郡双葉町
福島県双葉郡双葉町大字中野地内
付け実施通知の作 長
業期間変更）
国土交通省東北地方
令和2年9月10日 整備局福島河川国道 福島県福島市及び二本松市
事務所長
令和2年9月10日
令和2年9月10日
令和2年9月15日

福島県双葉郡双葉町大字目迫地内
東北農政局長
福島県県南建設事務
福島県東白川郡塙町大字上石井地区
所長
福島県双葉郡浪江町
福島県双葉郡浪江町都市計画区域
長

令和2年9月17日

福島県知事

福島県福島市、田村市、双葉郡葛尾村、双葉郡広野
令和2年7月22日
町

～ 令和3年3月19日

公共測量（数値図化及び数値編集）

令和2年9月18日

福島地方法務局長

福島県いわき市平字一町目ほか地区

令和2年7月15日

～ 令和3年3月31日

公共測量（震災復興型登記所備付地
図作成作業）

公共測量開始について
公示日

作業機関

測量期間

測量地域

令和2年9月30日
（令和2年7月17日 福島県会津若松建設
福島県会津若松市内
付け実施通知の作 事務所長
業期間変更）
福島県大沼郡会津美
福島県大沼郡会津美里町雀林地内
令和2年10月12日
里町長
福島県いわき建設事
福島県いわき市内郷宮町竹之内地内外
令和2年10月12日
務所長
福島県富岡土木事務
福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
令和2年10月16日
所長
北陸地方整備局河川
福島県喜多方市、会津若松市
令和2年10月28日
部地域河川課長
東北地方整備局福島
福島県二本松市吉倉～猪苗代町大字山潟
令和2年11月10日
河川国道事務所長
東日本高速道路
福島県耶麻郡西会津町野沢～新潟県東蒲原郡阿賀町
令和2年11月10日 （株）新潟支社新潟
東山
工事事務所長
東北地方整備局磐城
福島県南相馬市原町区大甕～下北髙平地内
令和2年11月11日
国道事務所長
福島県いわき建設事
福島県いわき市遠野町入遠野字落合地内外
令和2年11月16日
務所長
伊達市高子駅北地区
令和2年11月24日 土地区画整理組合理 福島県伊達市高子駅北地区
事長
福島県いわき建設事
福島県いわき市川前町上桶売字小久田地内外
令和2年11月25日
務所長
北陸地方整備局長岡
福島県南会津郡只見町
令和2年11月25日
国道事務所長
福島県相双建設事務
福島県双葉郡楢葉町大字大谷地内
令和2年12月2日
所長
福島県富岡土木事務
福島県双葉郡広野町大字折木地内外
令和2年12月8日
所長
令和2年12月11日
（令和元年9月30 福島県いわき建設事
福島県いわき市平泉崎字磐井前地内
日付け実施通知の 務所
作業期間変更）

作業種類

令和2年7月13日

～ 令和2年12月28日

公共測量（数値地形図作成）

令和2年7月31日

～ 令和3年3月19日

公共測量（空中写真測量、数地図
化）

令和2年10月1日

～ 令和2年11月30日

公共測量（基準点測量）

令和2年10月19日

～ 令和2年12月31日

公共測量（２基準点測量・３基準点
測量）

令和2年10月18日

～ 令和3年2月26日

公共測量（航空レーザ測量）

令和2年3月20日

～ 令和2年12月25日

公共測量（航空レーザ測量）

令和2年11月5日

～ 令和3年8月13日

公共測量（２級基準点測量、３級水
準点測量、４級基準点測量、路線測
量、地形測量）

令和2年10月8日

～ 令和3年2月10日

公共測量（数値化）

令和2年11月9日

～ 令和3年3月31日

公共測量（航空レーザ計測）

令和2年11月25日

～ 令和3年5月31日

公共測量（基準点測量、出来形確認
測量）

令和2年10月30日

～ 令和3年3月15日

公共測量（数値写真撮影、数値地形
図作成）

令和2年11月20日

～ 令和3年2月26日

公共測量（空中写真測量）

令和2年11月30日

～ 令和2年12月28日

公共測量（基準点測量）

令和2年12月10日

～ 令和2年12月28日

公共測量（2級基準点測量）

令和元年10月7日

～ 令和3年3月19日

公共測量（基準点測量）

令和2年11月10日

～ 令和3年3月19日

公共測量（基準点測量）

令和2年12月17日
（令和元年6月10 福島県相双建設事務
福島県相馬市原釜地内
日付け実施通知の 所長
作業期間変更）

令和元年6月14日

～ 令和3年3月31日

公共測量（２級基準点測量）

令和2年12月21日
（令和元年9月30
福島県知事
日付け実施通知の
作業期間変更）

令和元年10月1日

～ 令和3年1月29日

公共測量（航空レーザ測量）

令和2年12月17日 福島県富岡町長

福島県双葉郡富岡町大字仏浜地内

福島県会津若松市、喜多方市地内

公共測量開始について
公示日

作業機関

令和3年1月18日
（令和2年9月10日 福島県県南建設事務
福島県東白川郡塙町大字上石井地区
付け実施通知の作 所長
業期間変更）
福島県県北建設事務
福島県二本松市木幡字田中地内外
令和3年2月4日
所長
令和3年2月10日
令和3年3月9日
令和3年3月10日
令和3年3月10日
令和3年3月11日

福島県郡山市長
福島県南会津建設事
務所長
国土交通省東北地方
整備局長
国土交通省東北地方
整備局長
国土交通省国土地理
院長

測量期間

測量地域

作業種類

令和2年9月23日

～ 令和3年3月31日

令和2年7月25日

～ 令和3年3月31日

福島県郡山市熱海町上伊豆島地内外

令和2年11月10日

～ 令和3年10月29日

福島県南会津郡南会津町たのせ地内

令和2年12月25日

～ 令和3年3月31日

公共測量（航空レーザ測量）

福島県内の一級河川指定区間及び二級河川

令和2年10月1日

～ 令和3年3月25日

公共測量（航空レーザ計測）

福島県内の一級河川指定区間及び二級河川

令和2年9月30日

～ 令和3年3月25日

公共測量（航空レーザ測量）

福島県全域

令和3年4月1日

～ 令和4年3月31日

公共測量（基準点測量）

令和2年11月30日

～ 令和3年7月30日

公共測量（基準点測量）

令和2年8月24日

～ 令和3年3月31日

公共測量（航空レーザ測量）

令和3年3月30日
(令和2年12月2日 福島県相双建設事務
福島県双葉郡楢葉町大字大谷地内
付け実施通知の作 所長
業期間変更）
福島県相双建設事務
相馬市山上地内 外
令和3年4月8日
所長

公共測量（２級基準点測量）
公共測量（数値図化 地図情報レベ
ル2500 1.41㎡）
公共測量（航空レーザ計測、数値地
形図作成）

