
名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、法令等に基づき、名古屋市緑政土木局が管理する測量標等

について、その保全に関して必要な事項を定めることにより、測量標等を保

全し、適正な管理を図ることを目的とする。  
（測量標等の定義） 

第２条 この要綱において、測量法に基づく測量標は次の各号に掲げるものとし、

その定義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 水準点 １級水準点（水準測量の基準とするために設置された標識で、高

さに関する数値的な成果を有するものをいう。） 

(2) 多角点 １級基準点（多角測量の基準とするために設置された標識であり、

位置に関する数値的な成果を有するものをいう。） 

(3) 多角水準点 １級基準点・１級水準点（水準点及び多角点の機能をあわせ

て有するものをいう。） 

(4) 方位標 多角点及び多角水準点の方位の基準とするために設置された標識

をいう。 

(5) 道路台帳基準点 ２級基準点（道路台帳測量に伴い設置された標識であり、

位置に関する数値的な成果を有するものをいう。） 

(6) 街区基準点 ２級から４級基準点相当のものをいう。 

(7) その他基準点 ２級から４級基準点のものをいう。 

 

２ この要綱において、国土調査法に基づく標識は次の各号に掲げるものとし、

その定義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 都市部官民境界基本多角点 都市部官民境界基本調査によって設置された

標識で、位置及び高さに関する数値的な成果を有するものをいう。 

(2) 地籍図根三角点 地籍調査によって設置された標識で、位置に関する数値

的な成果を有するものをいう。 

(3) 地籍図根多角点 地籍調査によって設置された標識で、位置に関する数値

的な成果を有するものをいう。 

(4) 細部図根点 地籍調査によって設置された標識で、位置に関する数値的な

成果を有するものをいう。 

(5) 図根多角点 震災復興対策支援事業で設置された標識で、位置及び高さに

関する数値的な成果を有するものをいう。 

 



３ この要綱において、緑政土木局長が管理する道水路の境界線を確定するため

の標識は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 境界確認用の標識 区域標、中心標及び多角点 

(2) 用地測量用の標識 基準点、多角点及び主要点 

(3) 譲与財産等の境界を確認するための標識 

 

（測量標等の使用） 

第３条 測量標等を使用する者は、別に緑政土木局長が定める要綱その他関係規

程に従うものとする。 

 

２ 前項に掲げる規程に定めのない場合は、その都度緑政土木局路政部主幹（測

量）（以下「路政部主幹（測量）」という。）の指示するところによるもの

とする。 

 

（測量標等確認の依頼） 

第４条 次の各号に掲げる行為（以下「工事等」という。）をしようとする者は、

工事計画の段階で、測量標等確認依頼書（第１号様式）を路政部主幹（測量）

に提出しなければならない。 

(1) 施工により、測量標等に影響を及ぼすおそれのある行為 

(2) 掘さく工事において測量標等が掘さく底面の上方45度から内側にある工事 

 

２ 路政部主幹（測量）は、前項の規定により測量標等確認依頼書を受理したと

きは、工事等の施工者に対し、次の各号に該当する措置を測量標等保全通知

書（第２号様式）により通知するものとする。 

(1) 効用の確認 

(2) 復旧測量 

(3) 座標復元 

(4) その他 

 

３ 測量を担当する者は、測量士の資格を有する者を含まなければならない。 

 

４ 測量標等保全通知書の後、新たに措置を行うことが必要となった場合は、路

政部主幹（測量）は措置を通知するものとし、この場合は前項の規定を準用

するものとする。 

 



（測量標等の効用の確認） 

第５条 第４条において「効用の確認」の通知を受けた工事等の施工者は、工事

着手前に、引照測量を行い、測量標等保全完了届出書（第３号様式）を路政

部主幹（測量）に提出しなければならない。なお、工事等の施工者は、測量

標等保全完了届出書の内容について、道路利活用課担当者の内容確認後、工

事に着手するものとする。また、関係する工事等の施工者に引照点に関する

情報を提供するものとする。 

 

２ 復元測量及び残存確認測量にあたっては、原則として、引照測量を行った工

事等の施工者が行い、測量標等保全完了届出書を路政部主幹（測量）に提出

するものとする。 

 

３ 工事の規模等により、同条第２項によりがたい場合については、関係工事調

整会（４号調整会議）等において、道路利活用課担当者との協議により決定

するものとする。 

 

４ 後続の工事等の施工者は、工事前後において、引照点及び測量標等の異常の

有無の確認を行い、異常があった場合、速やかに路政部主幹（測量）に引照

点等異常報告書（第４号様式）を提出し、指示を受けるものとする。 

 

５ 緑政土木局以外が行う工事において、工事施工者は一部の小規模掘削工事を

除き、第４条に定める影響範囲内にある第２条第３項に規定する標識のすべ

ての効用の確認を行い、工事完了後に測量標等保全完了届出書を路政部主幹

（測量）に提出することにより、第４条第１項に定める測量標等確認依頼書

の提出を省略できるものとする。 

 

６ 緑政土木局が行う工事において、工事施工者が第２条第３項に定める標識に

対し第４条第２項に定める「効用の確認」の通知を受けた場合、道路利活用

課は、測量標等の引照測量を実施後、その引照成果を工事担当公所長に送付

するものとする。工事担当公所長は、工事の完了後、測量標等の復元の依頼

を区域標復元依頼書（第５号様式）により、速やかに道路利活用課に提出す

るものとする。 

 

７ 測量方法、測量制限並びに合否の判定は、「効用の確認の基準（別添１）」

によるものとする。 

 



（測量標等の復旧測量） 

第６条 第４条において「復旧測量」の通知を受けた工事等の施工者は、「復旧

測量の基準（別添２）」により機能を回復するものとする。 

 

２ 工事等の施工者は測量標等の復旧測量が完了した場合、測量標等保全完了届

出書（第３号様式）を路政部主幹（測量）に提出しなければならない。 

 

３ 復旧測量については、測量法及び国土調査法に基づく測量標等に適用し、測

量標が支障となる原因者において行うものとする。 

 

（測量標等の座標復元） 

第７条 第４条において「座標復元」の通知を受けた工事等の施工者は、「座標

復元の基準（別添３）」により機能を回復するものとする。 

 

２ 工事等の施工者は測量標等の座標復元が完了した場合、測量標等保全完了届

出書（第３号様式）を路政部主幹（測量）に提出しなければならない。 

 

（測量標等のその他の措置） 

第８条 第４条において「その他」の通知を受けた場合、工事等の施工者は、そ

の都度路政部主幹（測量）の指示するところにより、措置を講ずるものとす

る。 

 

（復元等の依頼） 

第９条 第４条第２項において「効用の確認」の通知を受けた工事等の施工者は、

引照を行った後、工事等による測量標等の滅失中に、路政部主幹（測量）か

ら、復元測量の依頼を測量標等復元依頼書（第６号様式）により受けた場合、

一時復元又は機能回復を行うものとする。 

 

（復元等の指示） 

第１０条 名古屋市長は、この要綱の規定に違反して測量標等を滅失した工事等

の施工者に対して、測量標等の復元又は機能回復を測量標等復元指示書（第

６号様式）により命ずることができるものとする。 

 

（届出者に関する規定の準用） 

第１１条 緑政土木局の所管する工事の場合は、第４条から第８条までの規定に

よる届出（以下「届出」という。）を設計担当課公所長が行うものとする。 



（届出） 

第１２条 届出は緑政土木局路政部道路利活用課で受理する。ただし、国土地理

院等への届出等の手続きは道路利活用課において行うものとする。 

 

（費用の負担等） 

第１３条 第４条第２項、第９条及び第１０条による測量標等の保全に要する費

用は、工事等の施工者が負担しなければならない。 

 

２ 占用工事者等は、第２条第３項の区域標の引照及び復元を行う場合におい

て、名古屋市道路管理規則第２５条の規定に基づく費用を納付しなければな

らない。 

 

 

（その他） 

第１４条 この要綱による手続きの詳細については、別に緑政土木局長が定め

る手引きによるものとする。 

 

２ この要綱に定めのない事項については、緑政土木局長がその都度定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（名古屋市緑政土木局道路区域標保全要綱の廃止） 

２ 名古屋市緑政土木局道路区域標保全要綱は廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現にこの要綱による改正前の名古屋市緑政土木局測量

標取扱要綱の規定による測量標の保全及びこの要綱による廃止前の名古屋市

緑政土木局道路区域標保全要綱の規定による区域標の保全の手続きが行われ

ている工事は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、平成２５年４月１日施行の名古屋市緑政土木局測量標

等保全要綱の規定による測量標等の保全の手続きが行われている工事は、な

お従前の例による。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、平成２６年４月１日施行の名古屋市緑政土木局測量標

等保全要綱の規定による測量標等の保全の手続きが行われている工事は、な

お従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、令和元年５月１日施行の名古屋市緑政土木局測量標等

保全要綱の規定による測量標等の保全の手続きが行われている工事は、なお

従前の例による。 

 



（別添１） 

効用の確認の基準 

 

１ 水準点 

(1) 引照点の設置 

引照点の選定は、工事等による影響を受けない永久構造物又は鋲等の設置による。 

(2) 測量方法 

水準点と引照点の高低差を測定する。 

(3) 測量に使用する機械器具 

1) 水準器は、２級レベル以上の性能を有したものとする。 

2) 標尺は、２級標尺以上のものとする。 

(4) 機械器具の検定及び点検 

測量に使用する機械器具は、名古屋市公共測量作業規程（以下、規程という）による

ものとし、機械器具検定証明書を提出する。また、作業を行うにあたり、規程に基づく

機械器具の点検を行うものとする。 

(5) 測量制限 

次に掲げる表のとおりとする。 

 効用の確認（水準点） 

引照点数 ３点以上 

観測回数 １往復 

読定単位 １ｍｍ 

較差 ５ｍｍ√Ｓ 

  Ｓは観測距離（片道、ｋｍ単位）とする。 

(6) 合否の判定 

引照測量と点検測量との較差が±３㎜以内を合格とし、それを越えた場合は、不合格

とする。 

(7) 成果の修正 

「（6）合否の判定」において、不合格と判定された場合、工事等の施工者は、規程に

基づき、当該の水準点に新たに水準成果を取り付けるものとする。 

 

２ 多角点 

(1) 引照点の設置 

1)引照点の選定は、工事等による影響を受けない永久構造物又は鋲等の設置による。 

2)引照点は、１直線２方向の４点以上を原則とする。 

3)１直線を設ける方法は、引照点にＴＳ等を設置し、本点の見通し線上の対側に引照点



を設けることを原則とする。 

4)２方向の引照点は、１直線に対しできる限り９０度に近づけるものとする。 

(2) 測量方法 

多角点から引照点までの距離測定及び引照点間の内角の観測を行う。なお、本点から

引照点までの距離が２ｍ未満の場合には鋼巻尺を使用する。 

(3) 測量に使用する機械器具 

1) 角観測は、２級トータルステーション等以上の性能を有したものとする。 

2) 距離測定は、２級トータルステーション又はＪＩＳ１級許容差検定合格の 

鋼巻尺等とする。 

(4) 機械器具の検定及び点検 

「1 水準点の基準」によるものとする。 

(5) 測量制限 

次に掲げる表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

(6) 合否の判定 

    引照測量と点検測量との較差が±５㎜以内を合格とし、それを越えた場合は、不合格

とする。 

(7) 成果の修正 

「（6）合否の判定」において、不合格と判定された場合、工事等の施工者は、規程に

基づき、当該の多角点に新たに成果を取り付けるものとする。 

 

３ 多角水準点 

(1) 引照点の設置 

1) 座標成果保全のための引照点の設置については、「2 多角点の基準」によるものと

する。 

2) 水準成果保全のための引照点の設置については、｢1 水準点の基準」によるもの

とする。 

 

 
角観測 

観測回数 １対回 
 

距離測定 

引 照 点 数 
４点以上 

(1 直線 2方向） 

観測 

回数 

トータルステーション １セット 

鋼 巻 尺 ２読定１往復 

読 定 単 位 １ｍｍ 



(2) 測量方法 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、｢1 水準点の基準」によるものとする。 

(3) 測量に使用する機械器具 

    ｢1 水準点の基準｣及び「2 多角点の基準」によるものとする。 

(4) 機械器具の点検及び検定 

「1 水準点の基準」によるものとする。 

(5) 測量制限 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、｢1 水準点の基準」によるものとする。 

(6) 合否の判定 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、｢1 水準点の基準」によるものとする。 

(7) 成果の修正 

1) 座標成果の修正については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 水準成果の修正については、｢1 水準点の基準」によるものとする。 

 

４ 方位標、道路台帳基準点 

(1)  引照点の設置 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(2)  測量方法 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(3)  測量に使用する機械器具 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(4)  機械器具の点検及び検定 

「1 水準点の基準」によるものとする。 

(5)  測量制限 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(6)  合否の判定 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(7)  成果の修正 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

 

５ 街区三角点、街区多角点、都市部官民境界基本多角点、図根多角点 

(1)  引照点の設置 

1) 座標成果保全のための引照点の設置については、「2 多角点の基準」によるものと



する。 

2) 水準成果保全の為の引照点の設置については、｢1） 座標成果保全のために設置した

引照点｣と同一のものでよい。 

(2)  測量方法 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、ＴＳ等による間接水準測量又は、レベル等による直接水準測

量により測量基準点と引照点の高低差測定を行う。 

3) 引照点の選定は、工事等による影響を受けない永久構造物又は鋲等の設置による。 

(3) 測量に使用する機械器具 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

   2) 高低差測定については、２級ＴＳ等以上又は３級レベル以上、２級標尺 

以上のものとする。 

(4) 機械器具の点検及び検定 

「1 水準点の基準」によるものとする。 

(5) 測量制限 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、次に掲げる表のとおりとする。 

 効用の確認（街区三角点、街区多角点等） 

引照点数 ３点以上 

観測回数 ＴＳ等 １対回 レベル等 片道 

読定単位 １ｍｍ 

(6) 測量標等の復元 

    測量標が工事の掘さく範囲内にある場合には、道路利活用課担当者より内容確認を受

けたのちに当該測量標を一時的に撤去する。 

撤去した測量標は、工事完了後まで保管し、工事完了後に事前に設置した、座標成果

保全のための引照点より周囲の舗装と平坦になるように元の位置に復元するものとす

る。 

復元する測量標を破損又は亡失した際には、同様の測量標を新たに作成するものとす

る。 

(7) 合否の判定 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

   2) 高低差測定については、引照測量と点検測量との較差が±３０㎜以内を合格とする。

それを越えた場合は、不合格とし、道路利活用課担当者に報告するものとする。 

(8) 成果の修正 

1) 距離測定については、「2 多角点の基準」によるものとする。 

2) 高低差測定については、「（7）合否の判定」において不合格と判定された場合、工事



等の施工者は、規程に基づき簡易水準測量の精度で水準測量を行い、当該の測量標に

新たに水準成果を取り付けるものとする。 

 

６ 地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点 

(1)  引照点の設置 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(2)  測量方法 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(3)  測量に使用する機械器具 

   「2 多角点の基準」によるものとする。 

(4)  機械器具の点検及び検定 

機械器具は、所定の点検及び検定を受け、検定証明書を提出する。 

(5)  測量制限 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(6)  測量標等の復元 

「5 街区三角点、街区多角点、都市部官民境界基本多角点、図根多角点の基準」に

よるものとする。 

(7)  合否の判定 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(8)  成果の修正 

「（7）合否の判定」において、否と判定された場合工事等の施工者は、座標復元（別

添３)の方法により、地籍図根点を元の位置に復元するものとする。 

 

７ 街区基準点節点 

(1)  引照点の設置 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(2)  測量方法 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(3)  測量に使用する機械器具 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(4)  機械器具の点検及び検定 

機械器具は、所定の点検及び検定を受け、検定証明書を提出する。 

(5)  測量制限 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(6)  測量標等の復元 

「5 街区三角点、街区多角点、都市部官民境界基本多角点、図根多角点の基準」に



よるものとする。 

(7)  合否の判定 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(8)  成果の修正 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

 

８ 区域標 

(1)  引照点の設置 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(2) 測量方法 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(3)  測量に使用する機械器具 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(4)  測量制限 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(5)  区域標の復元 

「5 街区三角点、街区多角点、都市部官民境界基本多角点、図根多角点の 

基準」によるものとする。 

(6)  合否の判定 

「2 多角点の基準」によるものとする。 

(7)  成果の修正 

「（6）合否の判定」において、不合格と判定された場合、工事等の施工者は、 

路政部主幹（測量）の指示する方法により元の場所に復元するものとする。 

 

９ 測量成果の提出 

引照測量後及び点検測量後に次に掲げる測量成果を道路利活用課に提出し、併せて引

照測量成果の一部を、関係する工事施工者に送付しなければならない。 

(1)製本１部 

  位置図、引照点設置箇所図、引照点位置図、第３号様式の１、第３号様式の２ 

(2)電子１部 

  上記の成果品及び観測手簿、計算簿、記録写真一式（本点、引照点、使用機器）、機械

器具検定証明書（表紙） 

(3)関係する工事施工者への送付 

  以下の成果品を関係する工事施工者に送付するものとする。 

位置図、引照点設置箇所図、引照点位置図、記録写真（本点及び引照点） 

(4)上記の成果作成を原則とする。



（別添２) 

復旧測量の基準 

 

測量の方法、制限、使用機器については、名古屋市公共測量作業規程（以下、規程とい

う）による。測量標の移設先については、道路利活用課担当者、道路管理者との立会のう

えで決めるものとする。 

また、復旧測量の方法については道路利活用課担当者の指示した方法により行うものと

する。 

 

１ 復旧測量の方法は、移転または再設によるものとする。 

 (1) 移転は、支障となる測量標を使用し、新点を設置し観測することが可能な場合に行

う。ただし、多角点、多角水準点の基準点測量に使用する機器はＧＮＳＳ測量機による

ものとする。 

また、その他の測量標の基準点測量については、ＴＳ等またはＧＮＳＳ測量機を使用

して観測を行うものとする。 

(2) 再設は、移転の方法を行うことが不可能な場合または再設が適当な場合に行う。 

２ 方位標の復旧測量の観測制限は、「方位標の観測制限表（別表１）」のとおりとする。 

３ 使用機器の検定及び点検について 

  測量に使用する機械器具については、規程によるものとし、機械器具検定証明書を提

出する。また、作業を行うにあたり、機械器具の点検を行うものとする。 

４ 測量成果の提出 

(1)着手時（電子１部） 

  測量法（第３６条等）に基づく提出書類及び愛知県知事宛提出書類一式 

(2)完了時（製本１部、電子１部） 

1)測量法（第４０条第一項等）に基づく提出書類及び愛知県知事宛提出書類一式 

2)公共測量成果一式 

3)測量成果の検定証明書 

５ 測量成果の検定について 

測量の成果については、規程に基づく検定を受け、測量成果の検定証明書を提出する。 



(別表１) 

 

方 位 標 の 観 測 制 限 表 

 

  

測

量

す

る

場

合 
  

既

設

点

移

動

前

に 

トータルステーションの性能 １級トータルステーション等 

測 量 方 法 既設点からの角観測 

水平角観測の制限 

対 回    ２ 

 

倍角差   １５″ 

 

観測差    ８″ 

測

量

す

る

場

合 

既

設

点

移

動

後

に 

測 量 方 法 路政部主幹（測量）が指示する測量方法 

測 量 制 限 
測量方法により道路利活用課が 

認める制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添３） 

座標復元の基準 

 

測量の方法及び使用する機械器具については、名古屋市公共測量作業規程の３級基準点

測量によるものとする。 

１ 使用機器の検定及び点検について 

測量に使用する機械器具は、名古屋市公共測量作業規程（以下、規程という）による

ものとし、機械器具検定証明書を提出する。また、作業を行うにあたり、規程に基づく

機械器具の点検を行うものとする。 

２ 測量の方法について 

(1) 都市部官民境界基本多角点、図根多角点 

   1) 測量の方法 

道路利活用課が貸与する手簿の成果により測量標等を元の位置に復元する。 

2) 埋設の方法 

      埋設の方法については、道路利活用課と協議を行うものとする。 

(2) 街区三角点、街区多角点、地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点 

1) 測量の方法 

   近傍にある図根点等の座標成果から、地籍図根点を元の位置に復元する。 

2) 埋設の方法 

  埋設の方法については、道路利活用課と協議を行うものとする。 

３ 測量成果の提出 

測量作業完了後、次に掲げる測量成果（製本１部、電子１部）を道路利活用課に提出

しなければならない。 

(1) 観測手簿 

(2) 点検測量比較図 

(3) 多角計算書 

(4) 復元測量比較図 

(5) 記録写真一式 

(6) 機械器具検定証明書 

(7) 点の記(道路利活用課からの指示があった場合) 

 

 

 

 

 


