令和３年度優良地理空間情報成果の認定及び優秀地理空間情報事業所の表彰について
一般財団法人日本地図センターでは、所定の手続きに基づき、令和３年度に測量成果検定を実施した案
件のうち品質が優良なものを認定するとともに、多数の優良測量成果を得た測量作業機関を表彰するこ
とにしました。これは、優良な測量成果作成に携わった測量技術者並びに測量作業機関の功績を称え、更
なる測量成果の品質向上に寄与することを目的としています。

優良成果の認定
令和４年 6 月 2 日(木)開催の審査委員会の審査により、次の 44 案件が選定されました。
理事長はこれらを「優良地理空間情報成果」と認定しました。
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①数値地図データ作成／基盤地図情報作成分野の優良成果
件

名

測量作業機関及び
主任技術者

令和 3 年度旭川中上流ダム空中写真測量業務

株式会社パスコ岡山支店
主任技術者：野宗 政之

一般国道３９号 網走市外 女満別網走空中写真図化業務

中日本航空株式会社
主任技術者：水野 誠司

統合型 GIS 導入業務

株式会社パスコ佐賀支店
主任技術者：年楳 正和

令和 3 年度都市計画基本図修正業務委託

国際航業株式会社宇都宮営業所
主任技術者：壇上 拓也

令和元年度（明許）河川整備補助事業（強靭・交付金）須

アジア航測株式会社山形営業所

川外 航空レーザー測量数値図化業務委託

主任技術者：小田 明義

R3 渡良瀬川管内平面図図化修正業務

アジア航測株式会社北関東支店
主任技術者：戸村 健太郎

国道 25 号王寺町地区防災対策詳細設計業務

株式会社修成建設コンサルタント
主任技術者：小久保 敦朗

主要地方道 京都守口線外

道路台帳等作成委託

株式会社富士開発コンサルタント
主任技術者：新開 英史

安威川ダム取付通路引継図書作成委託(R3)

株式会社オカモト測量設計
主任技術者：岡本 武治

②写真地図作成分野の優良成果
件

名

測量作業機関及び
主任技術者

二戸地区ほか砂防基盤図作成に係る測量業務委託

アジア航測株式会社盛岡支店
主任技術者：小舘 清記

③空中写真撮影分野の優良成果
件

名

測量作業機関及び
主任技術者

令和 3 年度鳥取西部管内空中写真測量業務

株式会社パスコ岡山支店
主任技術者：野宗 政之

令和２年度 手取川上流域空中写真測量業務

株式会社パスコ石川支店
主任技術者：二宮 洋行

Ｒ２小貝川航空レーザ測量他業務

株式会社パスコ茨城支店
主任技術者：中村 保彦

④航空レーザ測量分野の優良成果
件

名

測量作業機関及び
主任技術者

令和 3 年度森林資源航空レーザ計測及び解析等業務委託

株式会社パスコ盛岡支店
主任技術者：奥隅 保幸

令和 2 年度 航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託

アジア航測株式会社北関東支店
主任技術者：大野 勝正

令和 3 年度磐城森林計画区内航空レーザー計測業務

アジア航測株式会社北関東支店
主任技術者：青木 規

沢代沢外土砂災害防止法に基づく基礎調査航空レーザ測量業務

株式会社パスコ青森支店

委託

主任技術者：長澤 一豊

令和３年度 森林航空レーザ計測および森林資源解析業務

株式会社パスコ福井支店

主任技術者：菊池 譲
令和３年度仙台市森林航空レーザ計測及び森林地形・資源解析

株式会社パスコ仙台支店

業務委託

主任技術者：高橋 英昭

令和 3 年度 [第 32ーS3481-01 号]安倍川圏域ほか基礎調査業務

株式会社パスコ静岡支店

委託（静岡県中・西部航空レーザ測量）

主任技術者：下村 博之

八王子支社管内 航空レーザ測量・分析業務

中日本航空株式会社東京支社
主任技術者：外山 康彦

航空レーザ測量業務委託 那珂川水系その２１（補助砂防）

株式会社パスコ栃木支店
主任技術者：中尾 元彦

石狩川上流 松山沢川外航空レーザ測量業務

アジア航測株式会社札幌営業所
主任技術者：佐野 寿聰

航空レーザ測量業務委託 利根川水系その 33（補助砂防）

国際航業株式会社宇都宮営業所

主任技術者：檀上 拓也
航空レーザ測量業務委託 利根川水系その２２（補助砂防）

株式会社パスコ栃木支店

主任技術者：湯田 和希子
令和 2 年度補正 大分県航空レーザ測量及び森林資源解析業務

アジア航測株式会社大分営業所

委託

主任技術者：塚原 正之

山地災害重点地域総合対策事業

アジア航測株式会社神戸支店
主任技術者：佐田 一徹

航空レーザ測量業務委託 利根川水系その 22（補助砂防）

中日本航空株式会社東京支社

主任技術者：江﨑 充典
令和２年度 防災・安全交付金（総合流域防災）砂防（加速化）事

株式会社パスコ長野支店

業に伴う測量業務大町、安曇野建設事務所 管内一円

主任技術者：中山 悟

令和２年度 天竜川下流部縦横断航空レーザ測量業務

アジア航測株式会社静岡支店

主任技術者：梅村 裕也
大和川流域三次元管内図作成等業務

株式会社パスコ大阪支店
主任技術者：船田 征

令和２年度防災・安全交付金（総合流域防災）砂防（加速化）事業

国際航業株式会社長野営業所

に伴う測量業務

担当技術者：高橋 守

川上ダム周辺地形測量外業務

中日本航空株式会社三重支店

主任技術者：神谷 光顕
令和３年度長門地区地形測量業務

アジア航測株式会社山口営業所

主任技術者：長岐 泰斗
令和３年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務

株式会社パスコ新潟支店

主任技術者：横尾 泰広

十和田火山噴火緊急減災対策砂防計画航空レーザ測量（その 2）

国際航業株式会社青森営業所

業務委託

主任技術者：福島 昇

銅山川流域ほかレーザー計測

株式会社パスコ山形支店
主任技術者：野口 卓

令和２年度 手取川上流域航空レーザ測量業務

株式会社パスコ石川支店

主任技術者：平林 大輝
第 20-41310-0371 号 測量業務委託（砂防・交付）
令和 3 年度九州管内航空レーザ計測（その４）業務

国際航業株式会社福島営業所

主任技術者：大山 容一
中日本航空株式会社福岡支店

主任技術者：中山 裕紀
令和３年度国道３３号空中写真測量・図化業務

中日本航空株式会社高松営業所

主任技術者：時長 周司

倶知安余市道路 ３次元測量調査業務

アジア航測株式会社札幌営業所

主任技術者：嘉手苅 清
名古屋支社管内_航空レーザ測量・分析業務(2020 年度)

国際航業株式会社名古屋支店

主任技術者：伊藤 友和
由良川流域測量他業務

株式会社パスコ大阪支店

主任技術者：間野 耕司

優秀事業所の表彰
令和４年 6 月 2 日(木)開催の審査委員会の審査により、次の 1 事業所が選定されました。
理事長はこれを「優秀地理空間情報事業所」として表彰することとしました。
表彰する事業所名

表彰理由

国際航業株式会社宇都宮営業所

数値地図データ作成／基盤地図情報作成分野において、平成
29 年度に 1 件、平成 31 年度に 1 件、令和 2 年度に 1 件、令
和 3 年度に 1 件、航空レーザ測量において、令和 3 年度に 1
件の優良成果を作成したことから、高い技術力を有し、且つ適
切な品質管理が実施されていると評価する。

