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式　　辞

　公益社団法人日本測量協会九州支部は本年で

創立５０年を迎えることとなりました。

　日本測量協会は２６年１月設立以来測量技術

の普及発達、測量技術者の社会的地位の向上等

の面に尽くして参りましたが、この活動を地域

性を盛り込んだものにするため、九州地方支部

を結成する機運が生じて参りました。このため

昭和３８年６月上旬設立準備委員会を結成し、

昭和３８年８月３日に福岡市建設会館において

百数十名の方々により設立総会を開催して、社

団法人日本測量協会九州地方支部として発足し

ています。初代の支部長は九州地方建設局長の上田稔氏でした。

　発足当時の会員は協会本部からの会員を引継ぎ、昭和３８年１０月時点で正会員369名、準会員13

名、特別会員38社でした。支部事務局は福岡市舞鶴の九州地方測量部内にありました。

　創立からこれまで５０年の間、九州支部が活動できましたことは、行政関係諸機関、測量関係諸団

体、教育関係の専門学校及び講師の方々のご協力、ご支援並びに歴代役員の並々ならぬご尽力の賜物

と存じ上げます。また、支部を支えていただきました正会員、準会員、特別会員の方々にも、ここに

厚く御礼申し上げます。

　日本測量協会は今年４月、社団法人から公益社団法人に移行いたしました。公益社団法人として公

益的な業務をこれまで以上に充実させ、測量業界発展のために更なる努力をいたします。組織も測量

技術センター九州支所が九州支部に入り、九州支部は事務局と技術センターとからなり、この両輪で

支部管内において事業活動をより充実したものに図ってまいります。

　発足当時からの講習会状況をみますと、測量士・測量士補の受験準備講習会、地図製図技術講習会

を主に毎年３～４の講習会が行われて、土地家屋調査士受験講習会も加わり始めています。その後公

共測量に対応できる技術者を育てる意味で基準点測量Ａ課程、Ｂ課程の長期間の講習会が中心になり

ました。現在は測量技術の基本をしっかり身に付ける基準点測量講習会、また日進月歩の時代に即応

できるよう新技術の講習会をどしどし取り入れ、インターネットによるＷｅｂ講習会は多種であるた

め、受講の機会を多く得られるようになりました。

　会員状況については、発足当時は４００人余りからスタートし、平成１０年頃がピークで２０００

公益社団法人 日本測量協会 九州支部
支部長　山口一弘
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人（社）を超えていましたが、その後経済の落ち込み等があり平成２１年には１０００人（社）まで

減ってしまいました。現在は関係者の踏ん張りで１２００人（社）まで盛り返しています。

　技術センターは従来の検定業務等の公益事業を継続すると共に、新たな公益事業を意欲的に進める

ことにしています。1つは計画機関に対する取り組みとして、公共測量担当者を対象に公共測量成果の

品質向上にむけ講習会を管内各所で開催していきます。2つ目は、支部事務局と連携し測量作業機関へ

の取り組みを行います。作業機関を訪問し協会業務に対する要望等について意見交換し今後の業務運

営に反映させていきます。

　測量機器、測量成果の検定を公平･公正に実施する第三者機関として、測量成果の品質向上につなが

る課題について取り組むこととしております。

　昨年の北部九州豪雨においても特別会員の方で、災害対応に出動してご苦労なされたと聞いており

ます。これからも地域のために活躍していく測量業です。また、これからは地理空間情報がより整備

され高度な活用が実現すれば、更に安心・安全で快適な社会生活が可能になるものと考えます。

　九州支部におきましては今後九州の測量業発展のために、測量協会設立目的にのっとり測量技術者

への教育、会員相互の親和、社会的な地位の向上等を図ることを、より一層努力して参りますますの

で、これまでと同様に関係各位及び会員の皆様のご支援、ご鞭撻をお願いしますとともに、皆様方の

益々のご発展とご活躍を祈念しまして、創立５０周年記念の式辞とさせていただきます。

　平成２５年６月２７日

記念式典

福田副支部長の開式の辞
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村井会長挨拶

　みなさんこんにちは、東京の本部から参りま

した村井でございます。

　本日は九州支部創立５０周年記念おめでとう

ございます。この九州支部が非常にうまくいっ

ているということは、先ほどの定期総会で分か

りました。これも山口支部長、福田副支部長、

上床副支部長、山本幹事長、また末川事務局長

並びにここにおられる皆様の並々ならぬ努力で

うまくいっている訳でございます。本部の会長

としてお礼申し上げます。また、本日は九州地

方整備局から吉崎局長、久野様それから国土地

理院の九州地方測量部から林部長、渡辺次長そしてここに既に画像に載ってますが国土地理院の岡本

院長がバーチャルで参加していただくということでなっていまして、本当にありがとうございます。

　先ほどの総会でも案内がありました様に日本測量協会は現在６３年の歴史がございますが、ちょう

ど東日本大震災の時に６０周年を迎えた訳でございます。その２年後の今年に公益社団法人に移行い

たしました。先ほど事務局長から支部におきましても様々な規則が変わったということが説明ござい

ました。定款も大きく変わりました。簡単に言いますと非常に堅苦しい団体になったというのが正直

な感想でございます。公益社団法人になってからは全ての責任は会長ということで、いざとなれば家

屋敷を売れということでございまして、先日私を含め役員は保険に入りました。山口九州支部長には

大きな責任はないことになっていますので、ご安心して九州支部を運営していただければと思います。

　公益社団法人の運営は実は非常に苦しい運営を求められる訳でございまして、赤字も黒字もいけな

いということでございます。安定した経営が果たして出来るか否かが非常に心許なく思っている訳で

すが、私ども本部では様々な改革案を実施いたしまして乗り切ろうということでございます。今年の

５月に新しいキャビネットができまして私も後２年会長をすることになりました。会長になった以上

は新しい企画をしたいということで現在執行役員会議と一緒に様々な検討をしているところでござい

ます。また安倍内閣になる以前からでございますが正会員は徐々にプラスに転じておりまして、九

州支部でも今までマイナスだった準会員や特別会員もプラスになったことを先ほど報告受けて大変嬉

しゅうございます。本部全体の統計でも特別会員のマイナスがストップされました。

　公益社団法人になったせいかどうかは知りませんが、講習会の成績が極めて良いです。これはＣＰ

公益社団法人 日本測量協会
会長　村井俊治
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Ｄのことを含め現在総合評価方式ということで、技術者の資質を重視する入札方式に変わったと思い

ます。測量界が技術を売り物にする業界に変わりつつあるということを感じているところでございま

す。公益社団法人として教育・研修は公益性の高い事業でございますので益々力を入れたいと思いま

す。

　一方検定事業は協会の大きな収入源でございます。しかしながら全測連を含め他の団体も検定機関

に認められて競争状態になっております。協会の検定収入は落ちている訳でございまして、厳しい前

途になっています。しかし、他の検定機関はどうであれ、日本測量協会は公平かつ厳格に検定を続け、

測量界の測量機器および測量成果の品質維持・向上を続けていきたいと思っております。他の検定機

関と異なるサービスで日本測量協会だけができることは、民間の測量会社に測量の仕方を教えながら

検定をすることであります。

　今まで東日本大震災の暗い話が多かったですが、新しい法人にもなったというので特別講演で「測

量の夢」というのを語らしていただきたいと思います。会長としての挨拶は堅苦しい挨拶でしたが、

特別講演でバランスを取りたいと思います。改めて50周年おめでとうございました。

ご来賓
国土地理院九州地方測量部部長　林　孝
九州地方整備局企画部長代理
　技術調整管理官　　　　　　　久野隆博
国土地理院九州地方測量部次長　渡辺信之

記念式典
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岡本院長祝辞

　国土地理院長の岡本です。つくばの国土地理院からお話しをさせて

いただいております。

　このたびは公益社団法人日本測量協会九州支部の創立５０周年おめ

でとうございます。本日、立派な式典が多数の方々のご出席により開

催されていることを、心からお慶びを申し上げます。

　日本測量協会九州支部におかれましては、先ほどからお話しござい

ました測量技術の普及発達と会員の社会的地位の向上を目的として、

様々な事業を展開してこられました。これまで運営にご尽力されまし

た山口支部長を初め関係各位に深く敬意を表します。また、改めまし

て国土地理院の測量行政には平素から多大なる御支援と御協力を賜っ

ており、この場をお借りして皆様に厚く御礼を申し上げます。

　５０周年を迎えられたわけでございますが、この５０年の間に測量或いは地図、地理空間情報に関

する状況は劇的に変わって参りました。測量の仕方も地図の作り方も、そして出来上がったものの使

い方も大きく変わっております。国土地理院としては測量関係の皆様を初めとする多くの事業者の

方々のニーズに応えて、価値のある、使いやすい地理空間情報を提供することを目指して様々な取組

を進めております。

　例えば皆様になじみの深い水準測量や基準点の設置で言いますと、皆様方からのご要望として水準

点の数が少ないとか、三角点がなかなか利用しにくいというお話しがございました。これを受けて国

土地理院では「スマートサーベイプロジェクト」というものを立ち上げまして、GNSSを利用して水

準測量ができるようにする、水準点を作れるようにするということを始めました。また、電子基準点

のみを利用して２級基準点を設置することもできるようにいたしました。これらの技術を公共測量で

使うための作業マニュアルを、今年の４月に策定して公表をいたしました。これによって作業時間の

大幅な短縮及び作業経費の軽減ができるものと期待しており、日本測量協会九州支部の会員の皆様に、

是非ご活用いただきたいと思っております。先程、山口支部長より、講習会のお話しが沢山でており

ましたけれども、是非このような技術に関する講習会をしっかり開催していただき、皆さんに使って

いただけるような環境を作っていただければ、大変ありがたいと思います。東京でも説明会をやって

おりまして、その中では非常に高い評価を得ているということでございます。「これを待っていたん

だ」というお言葉をいただいているようでございまして、是非ご活用いただきればと思います。

　また、地図に関しては「電子国土基本図」を中心に取り組んできております。今まで25,000分の１地

記念式典

国土交通省 国土地理院
院長　岡本　博
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形図という紙に印刷した地図でしたが、今はデジタルの時代であることから電子国土基本図というデ

ジタルデータを中心に展開をしており、デジタルデータを基にして電子地形図を提供しようとしてお

ります。これはユーザーが自分の好きなところを真ん中にして、建物の色や道路の色などを自分の好

みに合った色に指定でき、それを地図として印刷できるというサービスでございます。この４月に「電

子地形図25000」として全国に刊行しましたが、データのエラーがあったために今は刊行を停止してお

ります。一方でお試し版を無償で提供中でございます。「電子地形図25000」については、エラーの修

正が済み次第、順次刊行を再開したいと思っております。その他にも、200,000分の１などの小縮尺の

データ或いは地形図の画像データの刊行を検討しているところでございます。

　インターネットで提供している「電子国土Web」も全面的に改良いたしました。いろいろなものが

重ね合わせられる、例えば標高が重ね合わせられるといった非常に面白い機能を持っております。是

非皆様も一度ご覧いただき、そして使っていただければ大変有り難いと思っております。

　先ほど山口支部長のお話にもありましたが、この様な地理空間情報を活用して、より安全安心で便

利な社会を実現していくことが求められており、そのためには地理空間情報を自ら作っている、或い

は中身をよく知っている日本測量協会の会員の皆様の活躍が大きく期待されるところでございます。

様々な講習会等を通じて、みんなが使い易く、いろんなことが出来る様な環境を作っていただければ、

大変有り難いと思います。

　最後に、日本測量協会九州支部の益々の御発展と、会員の皆様並びに本日御列席の皆様の一層の御

活躍、そして御健勝を祈念いたしまして私の御挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうご

ざいます。

日本測量協会役員

記念式典
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吉崎局長祝辞

　九州地方整備局長の吉崎でございます。今日

は日本測量協会九州支部５０周年ということで

大変おめでとうございます。九州支部が私ども

の事業を本当に支えていただいたことに対して

は深く敬意を表したいと思います。

　私どもの組織、かっては第四港湾建設局それ

から九州地方建設局ということで、ずっと仕事

をしてきて現在は九州地方整備局という形で統

合されておりますけれども、この間の皆様のご

支援に対し本当に深く感謝申し上げます。そう

言った中で特に私は昨年の４月に着任しました

けれども、それから３ヶ月後に先ほど支部長のお話の中にもございましたが、九州北部豪雨に見まわ

れて直轄の施設も手ひどく打撃を受けました。各県の施設も大変な目に遭った訳ですけれども、その

時にまだ雨がかなり強い状態で降り続いている最中であっても被災状況を確認しないと手の打ちよう

が無い訳でございます。あの時に福岡で言えば「矢部川」それから大分の方には「花月川」というの

で、濁流がまだあって少しそこは落ち着いてきたところでしたけれども、雨が降っている時にも一番

最初にまず取り組むのは測量関係の専門家の方々とタッグを組んで、堤防の何処がどの様にやられて

いるから緊急にはこういう措置で対応し、その後はこういった対応をしようということを、立案して

いく訳でありますけれども、そう言った局面で測量業をされている皆様にちょっと言葉は極端か知れ

ませんけれども、命がけのお仕事を献身的に展開していただいたことを本当に身にしみて感じたとこ

ろでございまして、本当にこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。昨日の朝などは去年

の夏以降ではたぶん最大の雨量を記録してて、既に鹿児島方面ではいくつか被災も出ています。今年

が去年みたいにならなければ良いと思っていますけれども、万が一ああいう状態になった時にはまた

皆様にいろいろお世話になるかと思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。

　今年度の九州地方整備局の予算は昨年度の災害の復旧関係の予算、それから昨年度末の補正予算、

それから今年度の当初予算、全部合わせますと、大体普段の年の５割増し１５０％前後の仕事を展開

することになっております。何もない所にまずどういうふうに道路を引こうかと言う時に、一番最初

にまず測量からスタートしまして設計段階では勿論ですけれども、更に工事の展開の時でも詳細な測

量をしていただく、また用地のご提供をいただく時にもまた出ていただく、つまり一番の構想段階か

国土交通省 九州地方整備局
　　　　　　　局長　吉崎　収

記念式典
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らその完成する瞬間までずっと、測量技術に私どもの仕事はことごとく支えられている訳でございま

す。そういった面でも本当にお世話になりますけれども、特に今年は補正予算に向けてこれまでの設

計ストックとか用地ストックを補正予算の玉としてどんどん使ってきたこともございまして、整備局

としては用地ストック、設計ストックがほぼ枯渇状態になっております。そう言うこともございまし

て各事務所長には予算の執行、発注も非常に大変ですけれども、それに合わせて用地ストック、設計

ストックを確保するようにという指示を出しているところでありまして、そういう意味ではまたいろ

いろ仕事の面で増える部分が多いと思います。本当はその経営ということを考えますと非常に凄く需

要が多い年あるいは少ない年という乱高下というのは余り望ましいことではなくて、経常的に必要な

額が安定的に保たれるというのが私ども執行する側にとっても、それから受注してそれを現場で展開

していただく方々にとっても一番大事だと思いますけれども、しかしながら九州の災害に対する脆弱

性ですとかインフラの不足ということを考えますと、そこは私どもとしては歯を食いしばってでも展

開していきたいと思っておりまして、重ね重ねでお願いばかりで申し訳ございませんけど、測量業に

携わっている皆様におかれましても是非ご支援ご協力をお願いしたいと思います。

　最近は何年か前に劔岳を題材にした「点の記」とかそういったことで、まさに昔の命がけで測量を

してきた方々に私どもの先達に対する敬意といいますか、そう言ったことを思い出させる映画が出て

きたりということで、建設業全体に対する理解、先行して測量に対する国民の理解というのは深まっ

ているような気がいたしています。建設業全体が早くそう言ったところに追いつけるように私どもも

頑張って参りたいと思います。いろいろ厳しい局面も山ほど有りますけれども、整備局は今後とも皆

さんと一緒になって強い九州づくりに邁進して参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いし

ます。今日は５０周年誠におめでとうございました。

祝電披露の山本幹事長と司会の荒木

記念式典
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感謝状贈呈

山口支部長から感謝状を受ける福岡国土建設専門
学校嶋田理事長

３校の代表者

感謝状贈呈

感謝状贈呈

村井会長から感謝状と記念品を贈られる

会長感謝状 多年支部役員（役員として５年以上）
　福島　俊
　前（一社）宮崎県測量設計業協会会長

支部長感謝状

九州支部の事業に多年に亘り協力
いただいたことにより贈呈

永年協力団体

福岡国土建設専門学校
九州測量専門学校
鹿児島建設専門学校
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株式会社オークスコンサルタント
九州建設コンサルタント株式会社
国土建設測量設計株式会社
第一復建株式会社
大正測量設計株式会社
大和コンサル株式会社
東亜建設技術株式会社
株式会社豊田工務所
平和測量設計株式会社
株式会社水野建設コンサルタント

特別会員の株式会社オークスコンサルタント坂梨
社長

感謝状授与の特別会員の皆様

上床副支部長の閉式の辞

感謝状贈呈

正会員 五十嵐隆太郎
久冨　仁一

（両氏はご都合により欠席）

永年継続会員（５０年以上継続会員）

特別会員
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講師プロフィール

昭和１４年東京都生

昭和３８年東京大学工学部土木工学科卒業

昭和４５年東京大学工学博士

昭和４６年東京大学生産技術研究所助教授

昭和５８年同教授

平成１２年東京大学名誉教授

平成４～１１年のうち５年間JICA専門

家としてアジア工科大学院（AIT）派遣

平成４～８年国際写真測量・リモートセ

ンシング学会（ISPRS）会長

平成９年タイ国白象綬褒賞勲二等受賞

平成１２～２４年日本写真測量学会会長

平成１９年日本測量協会会長に就任

　九州支部の会員メールマガジンに
「村井会長の健康エッセイ」を
寄稿していただいています。
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記念講演会

第1部

１．５０周年記念式典に続きまして「測量の
夢」と題して講演をしたいと思います。今日
はまた測量専門学校の生徒さん達が来て頂き
ましてありがとうございます。学生さん達に
とって面白くなさそうなところは飛ばしまし
て、「測量の夢」と「夢の測量技術」に重点を
置きたいとおもいます。

２．九州支部は５０周年記念ですが、日本測量
協会は６３年目を迎え今年の4月から公益社団
法人に生まれ変わりました。安倍総理大臣か
らの認定書に「国土の利用、整備及び保全」
を目指す公益法人であることが明記されてい
ます。具体的には測量あるいは地理空間情報
を使った国土の利用、整備及び保全と言うこ
とです。測量界は今までかなり沈んでおりま
した。これから新しいスタートを向かえるに
あたって、何か夢を描かないと若くて優秀な
元気ないい人達が測量界に入ってこないので

はないかと心配して、自分なりに測量の夢を描いたものを皆さんにお見せしたいと思います。今日私
がここで使っているパワーポイントは、昔からすれば夢のような技術だった訳です。私が助手として
大学に来た昭和４１年の学会発表の時には大きいわら半紙にマジックインクで書いて、１０枚くらい
貼り合わせて説明が終わったら１枚ずつ紙を引き剥ぐ方式でした。スライドプロジェクターもない時
代でした。その後スライドプロジェクターが出て、オーバーヘッドプロジェクターが出て、そしてパ
ワーポイントと発展してきた訳です。パソコンだって１人１台使うなんて夢のまた夢でして、研究所
に１台しかコンピュータがなかった訳でございます。それも非常に高いお金を払ってコンピュータセ
ンターで順番待ちをしてコンピュータを使わしてもらったのです。ＧＰＳも最近までは夢の技術であ
りました。１９７５年にベトナム戦争が終わりましたけれど、その当時１９７０年代私はアメリカの
軍に見学に行きましたら今のＧＰＳと同じことが構想されていました。それが30年後の今実現されて
いる訳です。デジカメだって夢のような技術でございます。昔はフィルムのカメラで撮影して現像と
いう処理をしなければ写真にならなかった。コンピュータに取り入れるには写真をスキャナをしなけ
ればいけなかった。今や取れば直ぐパソコンに取り込めるという時代ですから、私が今これから言う
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夢というのもあっという間に実現するかも知れません。

３．平成１９年に地理空間情報利用促進基本
という法律が通りました。何時でも、誰でも、
何処からでも地図あるいは地理空間情報を使
えるようにインターネットで無料で国民に提
供しなさいと法律でございます。国土地理院
の岡本院長の挨拶で「電子国土基本図」を作
りたいとおっしゃっていました。それはこの
基本法に則っている訳でございます。東日本
大震災で役に立った高分解能衛星画像はスパ
イ衛星の民生版でございます。デジタル写真
測量、レーザースキャナー、モバイルマッピ

ング、あるいはGIS、衛星測位による「カーナビによる通れるマップ」等の地理空間情報技術が東北の
被害調査あるいは復興計画に役立ちました。建設関連業の建コン、地質調査、測量の中で測量ほど技
術革新を遂げた業界はないです。他業種と比べても測量界はもの凄い技術革新をしました。夢のよう
だった技術を現在我々が使っていることを知ってほしいと思います。測量は、世界的にはもの凄い勢
いのある業界です。測量技術者は他の国では弁護士とかお医者さんと同等の社会的地位を持っており
ます。給料も良いです。社会的地位も高いです。一言で言いますと国を守る先兵として高い評価を得
ています。

４．東日本大震災を経て日本人は非常に贅沢
な生活に反省をして新しい考え方で省エネと
か謙虚な生活をしなければいけないです。同
時に最悪の事態に対する防災をしなければい
けないと考えるようなりました。昔は最悪の
事態を想定したらなんぼ金があったって足り
ないじゃないか、冗談言うなと言われていま
した。今や南海トラフ巨大地震の最悪の状態
に対して備えろと言われます。四国の黒潮町
は３４ｍの津波が来るということで頭をかか
えているのは、テレビ新聞で伝えられている

ところです。新しい理念で大量生産、大量消費の世界から脱却しなければいけないことが分かってき
ました。それを代表する言葉がイノベーション（技術革新）と言うキーワードです。イノベーション
こそが国を守り発展させると言われてきました。
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５．一方人材育成では測量技術者に技術だけ
を教えるだけでは駄目で、企画提案力やソフ
トスキルを身につける重要性が認識されまし
た。勉強が出来るのはハードスキルと言いま
す。説得力とか交渉力とか友達を作る力はソ
フトスキルと言います。ハードスキルだけで
はなくて、ソフトスキルを兼ね備えた人間で
なければ１人前の人間扱いされない時代に
なっています。日本測量協会は日本学術会議
から学術研究団体として認可されました。と
いうことで学会と同じ扱いをされています。

協会の応用測量論文は学会の論文と同じ扱いでして、「査読付き論文」扱いになっています。

６．測量界の課題はなんでしょうか？実は日
本の測量は歪んでおります。何が歪んでおる
かと言うと測量行政がバラバラでございます。
基本測量は国土交通省、主として国土地理院、
国土基本図は地方公共団体、地籍測量は法務
省、海図は海上保安庁、森林基本図は農林水
産省等々に分散しています。測量行政が一本
化されてない訳です。一番外国が日本に対し
て奇妙に感じているのは地籍測量でございま
す。なぜ測量のメッカの国土地理院がやらな
いのかと思われます。殆どの国は測量イコー

ル地籍測量です。海図と陸の地図はどうして統合されてないのでしょうか？　韓国は四つの関連する
省庁が２年ぐらい前に統合されました。国土海洋部に統合され予算が倍以上延びたと言われておりま
す。日本では国土に関する情報は統一されたデータベースが出来ていないです。道路のデータベース
も同じです。標識は国土交通省の標識があるかと思えば警察の標識がある。電柱は電力会社ですし、
上水と下水では管轄が違う。データベースがそれぞれ違う役所になっている。実に無駄な力が投資さ
れている訳です。また国家資格も測量に関して測量士、土地区画整理士、土地家屋調査士などバラバ
ラです。
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7．イギリスのチャータードサーベイヤーは
一本でございます。都市計画専門家もチャー
タードサーベイヤーの中です。皆様が持って
いる測量士はいわゆるイギリスの制度で言
うとランドサーベイヤー（土地測量士）で
す。ランドサーベイヤーは全部の測量士の中
のたった５％です。一番多いのはコンテティ
サーベイヤー（積算見積もりする測量士）で
す。香港はイギリスの植民地でした。香港の
不動産屋はサーベイヤーがしています。土地
売買をするのはサーベイヤーの仕事です。土

地に関する業務はサーベイヤーの仕事です。ですからチャータードサーベイヤー協会の方が日本に来
た時に日本語の名刺を作った時に測量士と書かず「調査士」と書いてありました。日本の測量士と混
同されては困るから調査士と書いたのだと言われました。今や測量業界の平均年収は４百万切ってい
ます。但しボーナスは平均で３０万円だったのが、この１年間で５０万円になったそうです。測量業
界は確実に少し伸びております。協会の正会員数も伸びておりますし、講習会の参加者数も上向きで
す。測量界は上がる時もゆっくりですし、下がる時もゆっくりで非常に安定した業界ですので、若い
方は一攫千金は夢見ないで、一生掛けて稼ぐつもりで是非測量界に入っていただきたいと思います。

８．課題の一つに地籍測量が遅れて災害復旧
の妨げになっていることが挙げられます。次
に測量界は特許件数が異常に少ない業界です。
大手の会社もせいぜい１年間に１０件ぐらい
の特許しか出していません。私は個人的に特
許を約３０件で発明者だったり特許権者だっ
たりしております。従来の測量界では特許の
新しい技術を発明しなくても食っていける。
しかしこれからはそれではいけない。イノベー
ションの最たるものが特許です。発明、新し
い技術、新しいシステムがないと日本は発展

しません。外国で開発された先端の道具を買って使うだけでは日本の国は持ちません。日本自ら新し
いシステム、機械、あるいはソフトを作っていかなければいけない。是非皆さん特許、発明にチャレ
ンジしてほしいと思います。



―17―

記念講演会

９．日本測量協会の使命とは何でしょうか？
　測量および地理空間情報分野において、技
術の普及発達を図り、測量技術者の社会的地
位向上を目指し、もって国土の利用・整備・
保全に貢献することを使命とする。一言でい
いますと地理空間情報の高度利用を第一義の
目標にすると言うことです。今日後ろに学生
さんがいますので宿題を出します。測量とは
何かを１０秒で言ってください。測量の展望
を１５秒で言ってください。これが私に与え
られた「測量の日」のテレビ出演の条件でし

た。測量とは何かを１０秒で言うぐらい簡潔化してないと、世の中の人に測量を理解してもらえませ
ん。

10．測量の夢とは国土の常時監視です。昭和
４９年（１９７４）に田中角栄の肝いりで国
土庁ができました。その時に下河辺さんとい
う方が事務次官でおられ国土計画のプロでし
た。建築工学の出身ですけれども、この方が
私に国土の常時監視をするにはどうしたらい
いかを尋ねました。５年毎に地図を更新する
のはとんでもないと、３年毎でも悠長すぎる、
１年毎でもダメダメと言われました。常時監
視が夢だと答えました。下河辺さんに日本を
１２ブロックに分けて常時ジェット機を飛ば

して航空写真を撮りなさいと言いました。スイスの国はそれをしています。航空写真の3次元データ
ベースを常時更新している国です。測量は国民の生命と財産を守る基本技術でございますから国家の
使命達成事業として認識されるべきと思います。例えば防衛省に防衛予算があるように、大々的な測
量予算を付けて国土の情報の統一したデータベースを作る事業を継続すべきと考えます。品質を保証
された検定済みの地図データの整備を国家事業として行うのが夢です。
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第2部

11．いよいよ夢の測量技術に移りましょう。
首振りレーザスキャナー、３Dプリンター、
ロボット測量、世界最小ヘリコプター、沈船
探索、地震予測を順次紹介します。

12．首振りレーザスキャナーの意味がわから
ないと思いますが、ジャイロ付きの２次元の
レーザスキャナーを手で振りながら歩いてい
くと３Dの地図ができる凄い技術です。オー
ストラリアの人が発明しました。ソフトはイ
ギリスの会社が開発しております。図に示し
たものが道具でございます。

13．２次元のスキャナーは日本製です。ジャ
イロセンサーと一緒にバネで取手に結合され
てあり、歩きながら首を振ることができます。
ビデオをお見せしましょう。【ビデオ放映】
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14．歩いたところなら階段も含めて建物の中
の様子が3次元の点群データとして瞬時に得
られます。但し、データはイギリスの会社に
送って処理をしてもらわなくてはいけない
サービスだそうです。木が多い森の中の小道
を地図化するビデオを紹介します。【ビデオ放
映】若い男性が歩いた森の道でございまして、
３次元の道路の地図ができます。航空写真で
は下が見えないから森の中の道路の地図は出
来ないですが、この首振りスキャナーでは出
来ます。データ処理時間は大体計測時間と同

じだそうです。平板測量は必要ないわけです。但し点群データから線図にするにはマニュアル作業が
必要です。

15．次に３Ｄプリンターを紹介します。図の
女性がある人間をぐるりと写真とレーザス
キャナーで計測しますと、３次元の人間の模
型が出来る仕組です。ミニ銅像みたいのが出
来ます。東京の伊勢丹デパートは３D肖像作
成のサービスを始めました。測量会社じゃな
く伊勢丹ですよ。デパートで３万円だそうで
す。自分の若い時の姿を３次元の像で取って
おきたい人はどうぞ伊勢丹に行ってください。

16．図に示すようにミニチュアの自分の肖像
ができます。メーカーが３Dプリンターで金
型が出来ると言うことで金型職人が要らなく
なる大革命と思われています。３次元プリン
ターの市場は２千億円から１兆円市場に膨ら
みつつあると外国のニュースで報道されまし
た。
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17．測量ロボットも一つの夢です。例えば海
の中に入って行くとか、危険作業をするとか
言うようなことができると非常にいいです。
日本で試作されている一つをお見せいたしま
す。図に示したものは浅い海の中に入ってい
く測量ロボットです。棒の先端にあるミラ－
をトータルステーションで自動追尾すること
で浅い海の海底マップを作るわけです。

18．静かな湖を歩くぐらいのロボットなら今
や学生さんでも作ることが出来る時代です。
測量ロボットの中はそんなに難しい技術では
ないと思います。有人あるいは無人の重機械
に一体化してＧＰＳを装備し、情報化施工が
出来るシステムがありますが、測量・施工ロ
ボットと言えると思います。

19．これは車両型の無人車両に様々な測量機
械を装備したモバイルマッピングの一つです。
ゴルフ場とか宅地造成とか工場の敷地の工事
の出来形測量（土量を計算する測量）にこの
ような無人車両が走り回れば土量の計測が簡
単にできます。ＧＰＳで水準測量が出来るこ
とになれば、なお簡単に出来形測量が無人で
できるようになるでしょう。
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20．この無人ヘリコプターはセコムがホーム
ページで公開している室内防犯用のヘリコプ
ターです。不審者が入って来たら不審者を自
動的に見つけてその人の映像を取る移動防犯
カメラシステムができます。固定防犯カメラ
でなくて移動防犯カメラですので壁にぶつ
かっても大丈夫なように周りにプロテクター
が付いています。治安の分野でも測量技術が
使われる時代になりました。

21．先ほど常時監視の夢を言いましたけど、
日本人の発想で素晴らしいアイデアの成層圏
プラットフォームが１０年ぐらい前に公表さ
れました。この夢は未だに実現していません。
成層圏プラットフォームは、常時監視体制を
するために上空に飛行体を止めて下の地上を
観測します。静止衛星はケプラーの法則に
従って赤道上３万６千キロでなければ静止し
ませんので遠すぎます。

22．常時監視するためには成層圏に静止する
大きな気球（成層圏プラットフォームと呼ぶ）
が必要です。気球の位置を保持するために推
進器やセンサーを動かす電源がいりますので
今やフィルム型の太陽電池を貼り付けます。
気球を上げるのは簡単なように思うでしょう
が、上空は気圧が低いですから地上で膨らん
だ状態で上げたら上空で破裂してしまいます。
地上ではぶよぶよの状態で挙げて上に行って
正常に膨らむようにするのはなかなか難しい
訳です。
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23．成層圏プラットフォームを成層圏に置き
ますと、大体５５０キロぐらいの円が見通せ
ます。日本全体を常時監視するには７つくら
いの成層圏プラットフォームが必要になり
ます。常時下を見続けることが出来ますの
で、災害にも役に立ちます。成層圏プラット
フォームは災害だけでなく、環境監視にも使
えるし、測量にも使えます。しかしまだ夢の
段階です。残念ながらどこの国も成功してい
ません。測量専門学校の若い諸君には成層圏
プラットフォームにチャレンジしてほしいと
思います。

第３部

24．夢の技術を調べていくうちに驚くべき日
本人の発明に出会いました。この図にある柳
沢さんと言う長野県松本市にある会社の社長
で１人乗りの世界最小の有人ヘリコプターを
開発しました。アメリカで結構売れているそ
うです。

25．皆さんにビデオをお見せしますが、図に
あるのが世界最小の有人ヘリコプターです。
乗るには勇気がいります。測量専門学校の生
徒さん、乗ってみてください。面白いと思い
ますよ。このヘリコプターは自転車に乗る感
覚で乗れるそうです。日本は電線などの障害
物があるからちょっと危ないですけれども、
海岸などの広いところに行けば大丈夫でしょ
う。
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26．このヘリコプターの機体の高さ２．４
ｍ、ローター径が４ｍ、重量が７５ｋ、飛行
速度時速１０ｋmから最大９０ｋmまで出ま
す。飛行時間は最大で３０分です。ガソリン
がなくなったら困りますよね。操縦する人
の重量制限は９０ｋgです。価格はビデオに
は７５０万円と書いてありますが、交渉で、
６００万円で買えるようです。それではビデ
オを見せることにしましょう。【ビデオ放映】
このヘリコプターは個人には売らないそうで
す。企業に売ると書いてあります。国土地理

院の九州地方測量部で１台買いませんか。わずか６００万円ですよ。（笑い）そして測量専門学校の
４０周年記念事業として世界最小のヘリコプターで測量をやるイベントを企画したらテレビ新聞で大
騒ぎになると思います。

27．小さなセンサーを開発するのは日本のお
家芸ですが、これは赤外線を使った暗視撮影
が出来る世界最小のビデオカメラです。

28．ヨーロッパの方でも世界最小のビデオと
言っているのが図に示したものでして、ス
キーヤーとかオートバイのドライバーが、頭
のバンドの所に付けると５、６時間ビデオを
取り続けられるというものです。



―24―

記念講演会

29．ここは九州ですので九州の夢を話します。
元の蒙古軍が日本を攻めて来た時、神風で船
が沈んだ場所が長崎沖にあります。長崎大学
が調査していて沈船を発見したことが記事に
なっています。これも一つの夢でございます。
宇宙に行くよりも海底の調査をする方がずっ
と難しいと言われております。海底地形を観
測するマルチビームという非常に精細なセン
サーがありまして、海底の表面だけでなく中
に沈んでいるものも多少分かる音波センサー
です。

30．沈船が発見されても中にどれだけ宝物が
あるかは知りません。茶碗でも欠けてなきゃ
アンティークとして相当高い値段で売れると
思います。誰のものになるか知りませんけど、
６ヶ月たったら発見者のものになると思いま
す。測量で食いはぐれになった会社は是非
チャレンジしてみてください（笑い）。マルチ
ビームで一攫千金を夢見るのも楽しいではな
いですか。
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33．最近東大が南鳥島沖海底４、５千ｍのと
ころに、質の高いレアアースを見つけたと報
道されました。測量の大きな夢は宝探しでご
ざいます。アメリカ人が大好きな領域でござ
います。今やレアメタルやレアアースは宝で
して、海底に眠る宝を見つけたい。海の測量
を海上保安庁に任せるだけでは駄目で、日本
の将来のために未知の海底の世界に踏み込み
たいです。

34．夢の制度というのも大事でして、技術だ
けでは夢は達成されません。例え測量を国家
事業として実施する調査測量庁または国土情
報省みたいな国家組織が必要です。観光だっ
て観光庁が出来たんですよ。国土地理院だけ
では足りないです。国土の利用・整備・保全
を担う国家的事業を一体的に管轄する省庁が
ほしい。防衛予算と同じように毎年多額のお
金が欲しいです。ＧＮＰの１％は国を守るた
めの国土情報整備に貰っていいと思います。
国土情報の国家的管理を行える調査測量官が

新たに必要です。今の測量士では駄目です。厳格な試験に基づいて優秀な人材に資格を持たせて報酬
を保証します。弁護士や医者に次ぐぐらいの報酬が保証されるぐらいにしたいですね。

35．次に日本測量協会の夢を描きましょう。
正会員は今１万人を切っています。正会員
１０万人を夢と書こうと思ったのですが、達
成されそうにないので控えめで２万人としま
した。当面の目標と言うべきでしょうか。会
長としては全国イノベーション大会をやりた
いです。測量機器博物館を建設したい。アナ
ログの測量機器がいらなくなって捨てられよ
うとしています。保存する場所がないのです。
古い測量機器を古典機器と言いますが、これ
を何とか博物館で保存しておきたい。測量遺
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産というのを新たに認定したいです。歴史的に意義のある測量遺産を保存する事は測量に携わる者の
責務でしょう。
私の夢は地震予測をすることです。私は地震予測をビジネスにする民間会社の顧問になりました。千
人以上の犠牲者が出るような巨大地震の予測をして人の命を守りたいです。皆さん知ってますでしょ
うか。この４００年間で千人以上の死者が出た地震は過去に３０個あります。平均１３年毎に日本で
は千人以上の死者が出る巨大地震が起きています。地震の起きる間隔は全くランダムです。統計的な
解析は出来ません。地震学者がやっている統計的予測は虚構です。地震予測は確率的なものでは言い
表せないです。地震科学探査研究機構（略称JESEA）という会社で国土地理院の国土基準点を使って
地震予測をしています。是非ホームページ：http://www.jesea.co.jp　を見てください。

36．測量および地理空間情報の分野における
夢の技術と夢の制度を実現すべく新たなビ
ジョンを構築していくことが夢であります。
測量界は大同団結して技術的、政治的発言力
を増大させるべきでしょう。測量に関連する
団体を大同団結して発言力を高めないと夢は
実現しないと思います。大切なことは技術力
を要請し、世界トップクラスの力を維持する
ことです。日本一では足りないです。世界一
でなければ駄目です。世界にない技術を開発
して日本の国を盛り上げたい、と言うことを

締め括りの言葉にして私の講演を終わります。どうもありがとうございました。
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山口支部長のお礼の言葉 祝吟「龍」河野好一氏 林九州地方測量部長による乾杯

福田副支部長による
１本締め
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九州支部50年の歩み
（主な行事）
昭和３８年 九州地方支部設立（８月３日）

初代支部長に上田稔（九州地方建設局長）
　　４４年 福岡市博多区博多駅１丁目４－４へ事務所移転
　　４６年 福岡市博多区博多駅３丁目１－１０へ移転
　　４７年 福岡地図展（福岡市岩田屋）
　　　　　　 九州支部より即売コーナーに於いて、測量図書の販売、空中写真等の申込み受付
　　４８年 福岡市博多区博多駅東１－１１－１５へ事務所移転
　　５０年 地震予知と測量の講習会（福岡市）
　　５９年 九州測量技術研究会（福岡）
　　６３年 講習会についてのアンケート調査実施
平成　１年 支部設立２５周年記念式典及び永年会員表彰
　　　　　　 「測量の日」九州地区協議会設立（支部内に事務局）
　　　　　 第１回「測量の日」九州地区協議会（５月）
　　　　　　 支部規定の改正（九州支部運営規定と改称）
　　　　　　 福岡市博多区博多駅東１－１０－３２へ事務所移転
　　　３年 「九州測量・設計システム展91」（福岡市）
　　　４年 「地図展92ふくおか」（博多井筒屋）
　　　５年 「93ふくおか地図展」（はかた井筒屋）
　　　　　　 支部報「測量　九州　支部報」を創刊
　　　　　　 九州支部創立３０周年記念誌を刊行
　　　　　　 九州支部創立３０周年記念ゴルフ大会の実施
　　　９年 「『測量の日』記念シンポジウム’97」（ホテル日航福岡）
　　１１年 測量法50周年記念講演会（アクロス福岡）
　　１２年 「地図展ながさき2000」（長崎市）
　　１５年 九州支部創立４０周年記念祝賀会
　　　　　　 特別講演会　村井俊治（博多都ホテル）
　　１７年 伊能忠敬大図展（鹿児島アリーナ）
　　１８年 支部報「九州支部だより１号」を刊行（２１年７号まで）
　　２１年 支部報に代えＥメール「日本測量協会九州支部からのお知らせです。（第号）」により

会員宛に情報発信
　　　　　　 支部主催講習会を会員対象のアンケート調査により計画策定
　　２５年 日本測量協会は社団法人から公益社団法人に移行し、九州支部は事務局と技術セン

ターの２組織からなる。
九州支部創立５０周年記念式典（博多都ホテル）

九州支部５０年の歩み
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九州支部講習会等実施状況
年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数

昭和39年度 地図製図検定試験準備 10月中旬
測量士・測量士補受験準備 ３月

　　40年度 四等三角測量実技 ６月１日～４日 福岡市
会場：九州地方測量部
実技：生の松原ゴルフ場

43

地図製図検定試験準備 10月中旬
測量士・測量士補受験準備 ３月

　　43年度 スクーリング　平板測量、面積測定の講義
及び実習

８月10日～ 11日 福岡市ＹＷＣＡ会館 25

地図製図技術 ９月21日～ 22日 福岡市ＹＷＣＡ会館 29
測量士、同士補受験対策 ３月13日～ 15日 福岡市九州英数学館 127

　　44年度 測量技術特別 ８月10日～ 19日 熊本市九州測量専門学校 14
水準講習会 ９月３日～５日 宮﨑
測量士、〃士補受験対策 ３月28日～ 30日 福岡市九州英数学館 60

　　45年度 通信教育スクーリング ７月４日～５日 福岡市福岡建設専門学校
地図製図 10月21日～ 23日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
27

　　46年度 測量士、同士補受験 ４月15日～ 17日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

士24
補33

通信教育測量教室スクーリング ７月３日～４日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

11

地図製図基礎講座スクーリング ７月６日～７日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

3

土地家屋調査士実力養成講座スクーリング ７月11日 福岡市ＹＷＣＡ会館 14
地図製図基礎講座スクーリング 10月６日～７日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
54

　　47年度 測量士、同士補受験 ４月８日～ 10日 熊本市九州測量専門学校 56
測量士、同士補受験 ４月20日～ 22日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
104

土地家屋調査士実力養成講座スクーリング ４月22日～ 23日 日本測量協会九州地方支部 11
地図製図基礎講座スクーリング及び講習 ６月３日～４日 日本測量協会九州地方支部 37
社会通信教育測量教室スクーリング
平板

６月24日～ 25日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

5

測量技術特別 ６月24日～ 30日 福岡市　国民宿舎千石荘 13
社会通信教育測量教室スクーリング
多角・水準

６月26日～ 27日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

4

土地家屋調査士実力養成講座スクーリング ７月22日～ 23日 日本測量協会九州地方支部 32
地図製図基礎講座スクーリング及び講習 ８月26日～ 27日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
32

　　48年度 測量士、同士補受験講習 ３月22日～ 24日 熊本市九州測量専門学校 45
測量士、同士補受験講習 ４月19日～ 21日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
105

地図製図講習会及びスクーリング ６月２日～３日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

39

九州支部講習会等実施状況
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九州支部講習会等実施状況

年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
土地家屋調査士受験講習及びスクーリング ７月14日～ 15日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
58

地図製図講習会及びスクーリング ９月１日～２日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

50

　　49年度 測量士、同士補受験講習 ３月18日～ 20日 熊本市九州測量専門学校 24
測量士、同士補受験講習 ４月18日～ 20日 福岡市福岡県社会福祉セ

ンター
133

地図製図講習会及びスクーリング ５月31日～６月２日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

58

土地家屋調査士〈法規〉講習及びスクーリ
ング

７月13日～ 14日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

25

測量技術 ８月19日～ 24日 福岡市福岡合同庁舎 136
　　50年度 測量士、同士補受験講習 ３月17日～ 19日 熊本市九州測量専門学校 22

測量士、同士補受験講習 ４月17日～ 19日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

96

地図製図講習及びスクーリング ６月６日～７日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

22

土地家屋調査士〈法規〉講習及びスクーリ
ング

７月12日～ 13日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

25

測量技術 ８月19日～ 22日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

32

　　51年度 測量士、同士補受験講習 ４月28日～ 30日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

56

土地家屋調査士講習並びにスクーリング ７月10日～ 11日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

37

空中写真測量技術（中級） ９月３日～５日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

9

空中写真測量技術（初級） ９月５日～６日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

7

地図製図 10月７日～９日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

16

測量士、同士補受験講習 ３月26日～ 28日 熊本市九州測量専門学校 8
　　52年度 基準点測量Ｂ課程

（基準三角測量、基準多角測量）
４月12日～ 20日 福岡市生の松原スポーツ

ガーデン
50

測量士、同士補受験講習 ４月28日～ 30日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

45

地図製図〈大縮尺図用〉 ７月２日～３日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

6

土地家屋調査士 ７月16日～ 17日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

15

公共測量技術 ８月24日～ 26日 福岡市福岡合同庁舎 46
「公共測量作業規程」説明・講習 11月11日～ 12日 福岡市大博多ビル 149

　　53年度 基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ４月３日～９日 福岡市生の松原スポーツ
ガーデン

43

測量士、同士補受験講習 ４月27日～ 29日 福岡市福岡県社会福祉セ
ンター

31

公共測量作業規程・同記載要領説明 ６月13日～ 14日 宮崎市（株）宮崎建友会館 57
土地家屋調査士〈法規〉 ７月22日～ 23日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
19



―31―

年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
公共測量作業規程・同記載要領及び積算説明 10月12日～ 13日 鹿児島市鹿児島県歯科医

師会館
48

地図製図 10月27日～ 28日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

18

公共測量作業規程・同記載要領及び積算説明 11月１日～２日 福岡市福岡合同庁舎 175
11月28日～ 29日 大分市文化会館 82

測量士・同補受験対策実践答案練習セミ
ナー

３月16日～ 18日 福岡市水城学園校舎 24

　　54年度 基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ４月27日～５月５日 宮崎市富源荘 51
土地家屋調査士答案練習セミナー ７月21日～ 22日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
9

基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ８月21日～ 29日 福岡市生の松原スポーツ
ガーデン

37

応用測量技術（中心線測量） ９月25日～ 26日 福岡市電気ビル 96
地図製図 11月６日～８日 福岡県大成園 17
測量士、同士補答案練習セミナー ３月20日～ 22日 福岡市九州予備校 40

　　55年度 基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ４月８日～ 14日 福岡市生の松原スポーツ
ガーデン 81

基準点測量（水準測量、測量器械） ５月10日～ 16日 宮崎市ニュースカイホテル 80
土地家屋調査士答案練習セミナー ７月12日～ 13日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
14

測量応用技術 ９月９日～ 10日 熊本県建設会館 135
地図製図 ９月９日～ 11日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
35

　　56年度 測量士、同士補受験対策実践答案練習セミ
ナー

４月３日～５日 福岡市水城学園 士16
補22

基準点測量Ｂ課（基準三角測量、基準多角
測量）

４月10日～ 19日 福岡市生の松原スポーツ
ガーデン

45

基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ５月12日～ 18日 宮崎市ひまわり荘 45
応用測量技術 ６月４日～５日 大分市文化会館 133
土地家屋調査士答案練習セミナー ７月11日～ 12日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
5

地図製図 10月29日～ 31日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

23

　　57年度 基準点測量Ｂ課程（基準三角測量、基準多
角測量）

４月７日～ 16日 福岡市生の松原スポーツ
ガーデン

50

測量士、同士補受験対策実践答案練習セミ
ナー

４月29日～５月１日 福岡市水城学園 士22
補17

基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ５月15日～ 21日 宮崎市ひまわり荘 46
公共測量技術

（精密水準調査、多角測量の計算）
８月23日 福岡市三鷹ホール 76

地図製図 10月26日～ 28日 福岡市水城学園 18
　　58年度 測量士、同士補受験対策実践答案練習セミ

ナー
４月29日～５月１日 福岡市水城学園 士23

補33
基準点測量Ｂ課程 ７月２日～９日 宮崎市ひまわり荘 35
公共測量技術 10月７日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
26

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
地図製図 10月19日～ 21日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
21

公共測量技術（水準測量プログラミング） 11月18日 福岡市福岡県小売酒販組
合連合会

18

　　59年度 測量士、測量士補受験対策実践答案
練習セミナー

４月28日～ 30日 福岡市社会福祉センター 士21
補17

基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ５月12日～ 19日 宮崎市ひまわり荘 38
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ６月11日～ 21日 若宮町スコーレ若宮 29
公共測量技術（写真測量） ８月31日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会 15

　　60年度 測量士、測量士補受験対策実践答案
練習セミナー

４月18日～ 20日 福岡市社会福祉センター 士11
補10

基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ５月20日～ 30日 若宮町スコーレ若宮 39
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ６月15日～ 22日 宮崎市ひまわり荘 23
地図製図Ｂ課程 10月23日～ 25日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
8

建設省公共測量作業規程に関する講習 ２月17日 福岡地区 277
２月19日 宮崎地区 149
２月21日 熊本地区 197

　　61年度 測量士、測量士補受験対策実践答案
練習セミナー

４月19日～ 21日 福岡市社会福祉センター 士12
補４

基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ５月８日～ 15日 宮崎市ひまわり荘 24
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ５月29日～６月６日 福岡県スコーレ若宮 23
建設省公共測量作業規程に関する講習 ６月13日 鹿児島地区 111

12月５日 大分地区 119
地図製図Ｂ課程 ８月４日～５日 福岡市福岡県小売酒販組

合連合会
6

10月24日 福岡市陸運会館 9
　　62年度 測量士、測量士補受験対策実践答案

練習セミナー
４月１日～３日 福岡市社会福祉センター 士８

補９
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ５月26日～６月２日 福岡県スコーレ若宮 34
応用測量技術（道路） ７月14日 大分市 82

７月16日 宮崎市 80
７月22日 福岡市 131
10月13日 熊本市 33
10月20日 鹿児島市 74

測量士受験対策実践答案
練習セミナー

３月24日～ 26日 福岡市社会福祉センター 3

　　63年度 基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ５月21日～ 28日 宮崎市ひまわり荘 32
応用測量技術（道路） ９月16日 長崎市 5
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ９月30日～ 10月８日 大分市 29
公共測量新技術（デジタル） ９月30日 福岡市 121

平成１年度 パソコンによる実測計算プログラム ４月25日～ 28日 福岡国土建設専門学校 32
測量士答案練習セミナー ４月29日～５月１日 大分県測量設計業協会 5
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ５月14日～ 22日 筑豊ハイツ 26
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ６月６日～ 13日 大分県しあわせの丘 25

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
ＧＰＳ 12月12日～ 15日 福岡国土建設専門学校 31

　　２年度 ＧＰＳ ４月16日～ 17日 宮崎市ひまわり荘 35
測量士、補国家試験答案練習セミナー ４月28日～ 30日 大分県測量設計業協会 士９

補11
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ５月18日～ 25日 福岡県スコーレ若宮 20
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ６月８日～ 16日 大分県しあわせの丘 21
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ６月19日～ 27日 鹿児島サンピアあいら 24
公共測量作業規程に基づく大縮尺 11月８日 福岡市博多スターレーン 17
公共測量作業規程に基づく基準点 11月９日 福岡市博多スターレーン 24

　　３年度 新入社員研修セミナー ４月10日 福岡市 37
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ４月18日～ 25日 鹿児島サンピアあいら 30
測量士、補国家試験答案練習セミナー ４月26日～ 28日 大分県測量設計業協会 士８

補10
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ５月28日～６月５日 福岡県スコーレ若宮 41
ＪＲ九州土木測量研修会 ８月19日～ 30日 ＪＲ九州研修センター 23
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ９月６日～ 13日 大分県しあわせの丘 24
豊予海峡渡海水準見学会 11月22日 大分県北海部郡 64
公共測量作業規程並びにＧＰＳ

（基準点、地形測量）
２月19日～ 20日 福岡市ＡＳＣビル 40

　　４年度 基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ４月20日～ 28日 鹿児島県サンピアあいら 23
測量士、補国家試験答案練習セミナー ５月１日～３日 大分県測量設計業協会 士９
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ６月９日～ 17日 大分県しあわせの丘 24
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ９月１日～８日 福岡県スコーレ若宮 20
ＴＳ公共測量マニュアル 10月12日 福岡市メルパルクホール 200
ハイテクサーベイセミナー 11月５日 福岡市ＡＳＣビル 54
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） １月23日～ 31日 福岡国土建設専門学校 27

５年度 基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ４月20日～ 27日 鹿児島県錦江高原ホテル 20
測量士補答案練習セミナー 4月26日～ 5月1日 大分県測量設計業協会 士13

補19
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） 6月８日～ 15日 大分県しあわせの丘 22
応用測量Ｂ課程（用地測量） ８月23日～ 28日 福岡市ＡＳＣビル 32
基準点測量Ｂ課程（基準三角、基準多角） ９月20日～ 28日 福岡県スコーレ若宮 24
ＧＰＳ作業マニュアル（公共測量） 11月４日 福岡市水城学園 274
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） １月29日～２月６日 福岡市ヤツヨウ 19

　　６年度 測量士補答案練習セミナー ４月29日～５月４日 大分県測量設計業協会 士10
補20

基準点測量Ｂ課程（基準点、ＧＰＳ） ５月11日～ 19日 鹿児島県サンピアあいら 46
応用測量Ｂ課程（用地測量） ８月22日～ 27日 福岡市ヒロカネ 31
基準点測量Ｂ課程（精密水準、測量器械） ９月６日～ 13日 福岡県スコーレ若宮 24
ＧＰＳ測量 10月20日～ 21日 福岡市ヒロカネ 41

11月17日～ 18日 鹿児島県錦江高原ホテル 45
11月24日～ 25日 長崎県式見ハイツ 58

　　７年度 応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） ４月20日～ 28日 福岡市ヒロカネ 30
測量士補国家試験答案練習セミナー ４月29日～５月１日 大分県測量設計業協会 30
測量士国家試験答案練習セミナー ５月２日～４日 大分県測量設計業協会 8

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ５月９日～ 16日 鹿児島県グリーンピア指宿 37
ＧＰＳ測量講習会 ６月20日～ 21日 熊本県火の国ハイツ 91

６月22日～ 23日 大分県測量設計業協会 54
応用測量Ｂ課程（用地測量） ７月24日～ 29日 福岡市ヒロカネ 35
基準点測量Ｂ課程（基準点、ＧＰＳ） ９月６日～ 14日 福岡県スコーレ若宮 35
建設省公共測量作業規程 ２月20日 熊本県火の国ハイツ 255

２月22日 宮崎県JA・AZMホール 207
２月23日 福岡市博多スターレーン 464

　　８年度 測量士補国家試験答案練習セミナー ５月１日～３日 大分県測量設計業協会 73
測量士国家試験答案練習セミナー ５月４日～６日 大分県測量設計業協会 8
基準点測量Ｂ課程（基準点、ＧＰＳ） ５月９日～ 17日 鹿児島県サンピアあいら 44
基準点測量Ａ課程（基準点測量、誤差論） ６月12日～ 27日 福岡市第五博多偕成ビル 28
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） ６月13日～ 21日 福岡市第五博多偕成ビル 34
応用測量Ｂ課程（用地測量） ７月22日～ 27日 福岡市第五博多偕成ビル 32
基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ９月４日～ 11日 福岡県スコーレ若宮 26
測量士受験対策オリエンテーション 11月29日 福岡市ＡＳＣビル 95
建設省公共測量作業規程解説と運用 ２月13日 福岡市第五博多偕成ビル 156

２月19日 鹿児島市城山会館 135
９年度 測量士補国家試験答案練習セミナー ４月26日～ 28日 大分県測量設計業協会 69

測量士国家試験答案練習セミナー ５月３日～５日 大分県測量設計業協会 19
基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ５月７日～ 14日 鹿児島県グリーンピア指宿 36
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） ６月11日～ 19日 福岡市第五博多偕成ビル 30
基準点測量Ａ課程（ＧＰＳ精密測地測量） ６月12日～ 20日 福岡市第五博多偕成ビル 40
建設省公共測量作業規程記載要領 ７月11日 福岡市ＡＳＣビル 140

７月17日 宮崎県JA・AZMホール 121
応用測量Ｂ課程（用地測量） ７月28日～８月２日 福岡市第五博多偕成ビル 30
基準点測量Ｂ課程（基準点測量、ＧＰＳ） ９月３日～ 11日 福岡県スコーレ若宮 44
道路設計（予備設計） ９月17日～ 19日 福岡市第五博多偕成ビル 40
測量士受験対策オリエンテーション 11月７日 福岡市水城学園 174
ＧＰＳによる基準点測量 11月６日 大分市大分文化会館 57

11月28日 大村市長崎県建設技術
研究センター

54

測量技術者のための土木法規入門 ２月７日 福岡市第五博多偕成ビル 32
　　10年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月25日～ 27日 福岡市水城学園 士46

補28
基準点測量Ｂ課程（基準点測量、ＧＰＳ） ５月８日～ 16日 鹿児島県グリーンピア指宿 40
基準点測量Ａ課程（基準点測量） ６月９日～ 15日 福岡市第五博多偕成ビル 34
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） ６月11日～ 19日 福岡市第五博多偕成ビル 27
建設省公共測量作業規程記載要領 ６月26日 熊本県火の国ハイツ 69

７月３日 大村市長崎県建設技術
研究センター

23

基準点測量Ａ課程（誤差論） ７月８日～ 14日 福岡市第五博多偕成ビル 21
応用測量Ｂ課程（用地測量） ７月27日～８月１日 福岡市第五博多偕成ビル 30
基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ９月３日～ 10日 福岡県スコーレ若宮 29

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
道路設計（線形設計） ９月24日～ 26日 福岡市第五博多偕成ビル 40
ＧＰＳによる基準点測量 11月17日 鹿 児 島 県 社 会 福 祉 セ ン

ター
46

11月19日 熊本県火の国ハイツ 40
測量技術者のための土木法規入門 11月28日 福岡市第五博多偕成ビル 35

　　11年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月24日～ 26日 福岡市福岡建設会館 士41
補32

基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ５月12日～ 19日 鹿児島県グリーンピア指宿 40
基準点測量Ａ課程（ＧＰＳ精密測地測量） ６月３日～ 11日 福岡市第五博多偕成ビル 42
測量技術者のための土木法規入門 ６月26日 福岡市第五博多偕成ビル 28
建設省公共測量作業規程記載要領 ７月13日 大分市大分文化会館 65
ＧＩＳ基礎入門 ７月17日 福岡市第五博多偕成ビル 100
応用測量Ｂ課程（用地測量） ８月２日～７日 福岡市第五博多偕成ビル 28
基準点測量Ｂ課程（基準点測量、ＧＰＳ） ９月３日～ 11日 福岡県スコーレ若宮 40
道路設計（線形計算）入門 ９月20日～ 22日 福岡市第五博多偕成ビル 30

　　12年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月１日～３日 福岡市福岡建設会館 士21
補20

基準点測量Ｂ課程（基準点測量、ＧＰＳ） ５月10日～ 18日 鹿児島県グリーンピア指宿 42
基準点測量Ａ課程（誤差論） ６月６日～ 12日 福岡市第五博多偕成ビル 40
基準点測量Ａ課程（基準点測量） ７月６日～ 12日 福岡市第五博多偕成ビル 19
ＧＩＳ基礎入門 ７月15日 福岡市第五博多偕成ビル 40
応用測量Ｂ課程（路線測量・河川測量） ７月29日～８月６日 福岡市第五博多偕成ビル 21
基準点測量Ｂ課程（水準測量、測量器械） ８月31日～９月７日 福岡県スコーレ若宮 28
道路設計（線形計算）入門 ９月18日～ 20日 福岡市第五博多偕成ビル 23
RTK-GPSを利用する公共測量作業 10月10日 熊本県阿蘇いこいの村 69
マニュアルに関する講習 10月11日 福岡市立博多市民センター 77

10月12日 〃 66
10月13日 鹿 児 島 市 ホ テ ル ウ ェ ル

ビューかごしま
76

　　13年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月28日～ 30日 福岡市福岡建設会館 士28
補23

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ５月９日～ 15日 鹿児島県グリーンピア指宿 34
基準点測量Ａ課程（ＧＰＳコース） ６月９日～ 15日 福岡市第五博多偕成ビル 27
ＧＩＳ基礎入門 ７月11日 福岡市第五博多偕成ビル 40
応用測量（用地測量コース） ７月30日～８月４日 福岡市第五博多偕成ビル 28
GIS実務（中級） ８月21日～ 22日 福岡市第五博多偕成ビル 20
基準点測量Ｂ課程（ＧＰＳ、基準点コース） ９月４日～ 13日 福岡県スコーレ若宮 26
応用測量（路線）入門道路設計（線形計算） ９月19日～ 21日 福岡市第五博多偕成ビル 16
RTK-GPS公共測量作業マニュアル 10月10日 大分県野津原町宇曽山荘 36

10月16日 宮崎県JA・AZMホール 36
測量法改正に伴う技術講習 10月30日 福岡県中小企業振興セン

ター
158

11月21日 宮崎県JA・AZMホール 69
12月５日 熊本市火の国ハイツ 69

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
12月20日 大村市長崎県建設技術研

究センター
79

１月17日 大分市大分文化会館 68
１月24日 鹿児島県市町村自治会館 88

応用測量（用地）入門
都市計画法、建築基準法

11月９日 福岡市第五博多偕成ビル 19

デジタル平板測量 11月29日 福岡市第五博多偕成ビル 23
　　14年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月27日～ 29日 福岡市都久志会館 士18

補15
基準点測量Ｂ課程（GPS、基準点コース） ５月８日～ 17日 鹿児島県グリーンピア指宿 19
基準点測量Ａ課程（誤差論コース） ６月６日～ 12日 福岡市第五博多偕成ビル 12
応用測量（河川測量コース） ６月20日～ 25日 福岡市第五博多偕成ビル 9
GIS基礎入門 ７月10日 福岡市第五博多偕成ビル 40
基準点測量Ａ課程（基準点測量コース） ７月11日～ 19日 福岡市第五博多偕成ビル 18
応用測量（路線測量コース） ７月27日～８月２日 福岡市第五博多偕成ビル 16
GIS実務（中級） ８月21日～ 22日 福岡市第五博多偕成ビル 10
基準点測量Ｂ課程（水準コース） ９月３日～９日 福岡県スコーレ若宮 17
デジタル平板測量 11月22日 福岡市第五博多偕成ビル 30
公共測量作業規程改定に伴う技術講習 12月５日 宮崎県JA・AZMホール 49

12月６日 鹿児島市マリンパレスか
ごしま

45

12月９日 熊本市火の国ハイツ 57
12月10日 福岡県中小企業振興セン

ター
141

12月11日 大分市大分文化会館 80
　　15年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月26日～ 28日 福岡市福岡国土建設専門

学校
士22
補８

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ５月８日～ 14日 鹿児島県ウェルサンピア
鹿児島あいら

17

基準点測量Ａ課程（GPS測量コース） ７月８日～ 14日 福岡市第五博多偕成ビル 20
GIS等の「提案書の書き方・仕方」 ７月17日～ 18日 福岡市都久志会館 27
電子成果の作り方（電子納品業務への対応） ７月24日～ 25日 福岡市福岡国土建設専門

学校
29

応用測量（用地測量コース） ８月４日～９日 福岡市第五博多偕成ビル 20
基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ９月３日～１２日 福岡県スコーレ若宮 22
GIS－Ｂ課程（Ⅰコース） 10月14日～ 20日 福岡市都久志会館 21

　　16年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月26日～ 28日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士13
補９

基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月11日～ 20日 鹿児島県ウェルサンピア
鹿児島あいら

25

電子納品実践（納品データ作成への対応） ６月12日～ 13日 福岡市福岡国土建設専門
学校

30

応用測量（河川測量コース） ６月24日～ 29日 福岡市第五博多偕成ビル 11
基準点測量Ａ課程（誤差論） ７月５日～ 11日 福岡市第五博多偕成ビル 16
応用測量（路線測量コース） ７月26日～８月１日 福岡市第五博多偕成ビル 12
基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ９月８日～ 14日 福岡県スコーレ若宮 15

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） 10月12日～ 18日 福岡市第五博多偕成ビル 21
ネットワーク型RTK-GPSを利用する公共
測量

10月25日 福 岡 市 立 博 多 市 民 セ ン
ター 43

作業マニュアル（案）基準点測量に関する
講習

10月26日 〃 43

10月27日 熊本県いこいの村 58
10月29日 鹿児島市ホテルウェル

ビューかごしま
55

測量専門技術認定資格更新 11月１日 福岡市第三博多偕成ビル 45
１月20日 〃 9

　　17年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月26日～ 28日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士14
補12

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ５月13日～ 19日 鹿児島県ウェルサンピア
鹿児島あいら

15

応用測量（用地測量コース） ７月25日～ 30日 福岡市第三博多偕成ビル 22
ネットワーク型RTK-GPSを利用する公共
測量 ８月９日 福岡市福岡国際会議場 110

作業マニュアル（案）基準点測量に関する
講習

８月10日 鹿児島市ホテルウェル
ビューかごしま

54

電子成果の作り方（電子納品業務への対応） ８月19日～ 20日 福岡市第五博多偕成ビル 32
測量専門技術認定資格更新 ８月23日 福岡市第三博多偕成ビル 34

８月24日 熊本市熊本テルサ 9
基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ８月31日～９月９日 福岡県スコーレ若宮 13
基準点測量Ａ課程（基準点測量コース） ９月27日～ 10月６日 福岡市第三博多偕成ビル 13
GIS－Ｂ課程（Ⅰコース） 11月７日～ 14日 福岡市第五博多偕成ビル 10

　　18年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月１日～３日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士18
補８

基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月11日～ 19日 鹿児島県ウェルサンピア
鹿児島あいら

26

路線測量（Ⅰコース） ７月24日～ 28日 福岡市第三博多偕成ビル 15
基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ９月９日～ 14日 福岡県スコーレ若宮 11
基準点測量Ａ課程（測量平均コース） ９月25日～ 28日 福岡市第五博多偕成ビル 11
電子成果の作り方（電子納品業務への対応） 11月１日～２日 福岡市第五博多偕成ビル 24
GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） 11月６日～ 11日 福岡市第五博多偕成ビル 11

　　19年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月１日～３日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士17
補12

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ５月７日～ 11日 鹿児島県ウェルサンピア
鹿児島あいら

24

基準点測量・水準測量成果品から観た問題点 ７月24日 鹿児島市ホテルウェル
ビューかごしま

50

８月１日 福岡市第五博多偕成ビル 50
基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ８月29日～９月６日 福岡県スコーレ若宮 18
電子成果の作り方（電子納品業務への対応） ９月13日～ 14日 福岡市第五博多偕成ビル 18
基準点測量Ａ課程（基準点測量コース） 10月１日～７日 福岡市第五博多偕成ビル 15
GIS－Ｂ課程（Ⅰコース） 11月12日～ 17日 福岡市第五博多偕成ビル 10

　　20年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月４日～６日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士９
補７

九州支部講習会等実施状況



―38―

年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月８日～ 16日 福岡県スコーレ若宮 40

「作業規程の準則」の改正に伴う講習 ９月２日 福岡県中小企業振興セン
ター

110

９月３日 熊本市火の国ハイツ 84
９月４日 鹿児島市マリンパレスか

ごしま
67

９月18日 福岡市第五博多偕成ビル 100
基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ９月９日～ 13日 鹿児島県ゆーぷる吹上 22
デジタル平板測量とRTK-GPS ９月25日 福岡市第五博多偕成ビル 11
基準点測量Ａ課程（測地論コース） ９月29日～ 10月４日 福岡市第五博多偕成ビル 18
用地測量調査（Web）Ⅰコース 10月27日～ 31日 福岡市㈱ソキア九州 4
GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） 11月10日～ 15日 福岡市第五博多偕成ビル 中止
デジタル平板測量と電子納品（成果品）の
作り方

11月27日～ 28日 福岡市第五博多偕成ビル 中止

用地測量調査（Web）Ⅱコース 12月８日～ 12日 福岡市㈱ソキア九州 3
デジタルカメラを使った写真測量のしかた 12月18日～ 19日 福岡市第五博多偕成ビル 26

　　21年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月３日～５日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士13
補６

ネットワーク型RTK-GPS測量技術 ４月２３日 福岡市第五博多偕成ビル 30
基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月12日～ 20日 鹿児島県吹上砂丘荘 23
河川測量設計（Web）Ⅰコース ６月１日～５日 福岡市松永測機㈱ 9
公共測量「作業規程の準則」の解説と運用 ６月10日 福岡市第五博多偕成ビル 80

６月11日 鹿児島市マリンパレスか
ごしま

70

６月30日 福岡市第五博多偕成ビル 99
河川測量設計（Web）Ⅱコース ６月22日～ 26日 福岡市福岡国土建設専門

学校
7

GIS－Ｂ課程（Ⅰコース） ７月６日～ 11日 福岡市福岡国土建設専門
学校

14

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ７月27日～ 31日 福岡県スコーレ若宮 14
地形測量及び写真測量　公共測量「作業規
程の準則」の解説と運用

８月４日 福岡市第五博多偕成ビル 18

新測量成果電子納品 ８月25日～ 26日 福岡市第五博多偕成ビル 30
応用測量　公共測量「作業規程の準則」の
解説と運用

９月２日 福岡市第五博多偕成ビル 34

GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） ９月７日～ 12日 福岡市福岡国土建設専門
学校

10

基準点測量Ａ課程（測量平均コース） 10月６日～９日 福岡市第五博多偕成ビル 13
デジタルカメラを使った写真測量のしかた 12月10日～ 11日 鹿児島市マリンパレスか

ごしま
28

　　22年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月２日～４日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士14
補８

路線測量設計（Web）Ⅰコース ４月13日～ 16日 福岡市福岡国土建設専門
学校

4

基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月11日～ 19日 福岡県スコーレ若宮 17
ネットワーク型RTK-GPS測量技術 ５月28日 福岡市第五博多偕成ビル 32
新測量成果電子納品 ６月８日～９日 福岡市第五博多偕成ビル 30

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
路線測量設計（Ｗｅｂ）Ⅱコース ６月22日～ 25日 福岡市福岡国土建設専門

学校
6

ＧＰＳによる１．２級基準点測量技術 ７月７日 福岡市第五博多偕成ビル 92
７月14日 鹿児島市マリンパレスか

ごしま
73

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ９月３日～７日 鹿児島県吹上砂丘荘 15
GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） ９月13日～ 18日 福岡市福岡国土建設専門

学校
5

基準点測量Ａ課程（基準点測量コース） ９月27日～ 10月３日 福岡市第五博多偕成ビル 20
デジタルカメラを使った写真測量のしかた 11月18日 熊本市熊本テルサ 30
ＴＳによる測量観測技術の基礎技術 11月25日 福岡市第五博多偕成ビル 30
土地家屋調査士測量技術 12月10日～ 13日 九州測量専門学校 18
簡易型技術提案書の対策講座 ２月３日～４日 熊本県測量設計・建設コ

ンサルタンツ協会
31

地理空間情報技術セミナー ２月10日 福岡市第三博多偕成ビル 55
　　23年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月１日～３日 福岡市福岡国土建設専門

学校
士15
補12

ＧＩＳの実践実習講座（基礎編） ４月７日～８日 福岡市第五博多偕成ビル 22
地上型レーザースキャナーを使用した２Ｄ
及び３Ｄ計測事例

４月21日～ 22日 長崎市協同組合長崎卸セ
ンター

34

ＴＳによる数値地形図作成 ４月27日 福岡市第五博多偕成ビル 48

用地測量調査（Web）Ⅰコース ５月16日～ 20日 福岡市福岡国土建設専門
学校 13

基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ５月24日～６月１日 鹿児島県吹上砂丘荘 15

用地測量調査（Web）Ⅱコース ６月13日～ 17日 福岡市福岡国土建設専門
学校 10

基準点測量Ａ課程（測地論コース） ６月21日～ 26日 福岡市第五博多偕成ビル 33
ネットワーク型RTK-GPS測量技術 ７月13日 福岡市第五博多偕成ビル 54
新測量成果電子納品 ８月３日～４日 え び の 市 国 際 交 流 セ ン

ター
中止

GIS－Ｂ課程（Ⅰコース） ８月22日～ 27日 福岡市福岡国土建設専門
学校

12

基準点測量Ｂ課程（水準測量コース） ９月13日～ 17日 久留米市ホテルニュープ
ラザ

18

地理空間情報イブニング・セミナー（Web）
大震災対応へ貢献する測量技術

11月８日 福岡市リファレンス駅東
ビル

15

地理空間情報技術セミナー 12月６日 熊本県測量設計・建設コ
ンサルタンツ協会 25

測量・地図の中級講座（ＧＮＳＳコース） 12月13日～ 14日 宗像市グローバルアリーナ 24
測量・地図の中級講座（ＴＳコース） 12月15日～ 16日 宗像市グローバルアリーナ 17
簡易型技術提案書の対策講座 ２月16日～ 17日 大分県測量設計業協会 35

　　24年度 測量士・補国家試験答案練習セミナー ４月６日～８日 福岡市福岡国土建設専門
学校

士30
補14

基準点測量Ｂ課程（基準点測量コース） ４月20日～ 26日 福岡市第五博多偕成ビル 23
簡易型技術提案書の対策講座 ４月26日～ 27日 福岡市リファレンス駅東

ビル
35

ネットワーク型ＲＴＫ法による公共測量技術 ５月８日 福岡市第五博多偕成ビル 47

九州支部講習会等実施状況
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年　度 講　　習　　会　　名 期　　間 会　　場 受講者数
新測量成果電子納品 ５月17日～ 18日 福岡市第五博多偕成ビル 25
防災調査（Web）Ⅰコース ６月４日～８日 福岡市リファレンス駅東

ビル
13

ＴＳによる数値地形図の作成 ６月12日 福岡市第五博多偕成ビル 31
河川測量設計（Web）Ⅰコース ６月18日～ 22日 福岡市リファレンス駅東

ビル
8

GIS－Ｂ課程（Ⅱコース） ７月２日～７日 福岡市リファレンス駅東
ビル

17

ＧＮＳＳによる１・２級基準点測量技術 ７月10日 熊本県測量設計・建設コ
ンサルタンツ協会

45

路線測量技術 ７月19日 福岡市リファレンス駅東
ビル

30

用地測量技術 ７月20日 福岡市リファレンス駅東
ビル

37

グーグルアースの高度利用 ８月２日～３日 福岡市リファレンス駅東
ビル

30

河川測量設計（Web）Ⅱコース ９月３日～７日 福岡市リファレンス駅東
ビル

7

デジタルカメラを使った写真測量のしかた ９月15日 長崎市協同組合長崎卸セ
ンター 31

防災調査（Web）Ⅱコース 10月１日～５日 福岡市リファレンス駅東
ビル

9

地理空間情報イブニング・セミナー（Web）
土の中の文化財を測る

11月６日 福岡市リファレンス駅東
ビル

8

基準点測量Ａ課程（測量平均コース） 11月13日～ 16日 福岡市第五博多偕成ビル 32
地理空間情報技術セミナー及び資格相談
コーナー

11月27日 福岡市第五博多偕成ビル 23
4

測量・地図の中級講座（ＧＮＳＳコース） 12月４日～５日 宗像市グローバルアリーナ 中止
測量・地図の中級講座（ＴＳコース） 12月６日～７日 宗像市グローバルアリーナ 中止
地理空間情報イブニング・セミナー（Web）
地上型レーザースキャナーを使用した２Ｄ
及び３Ｄ計測事例

１月29日 福岡市リファレンス駅東
ビル

9

九州支部講習会等実施状況
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九州支部役員等の変遷

九州支部役員等の変遷
昭和38年
８月３日 38年10月 39年５月 40年10月 42年10月 45年10月 46年４月 47年４月

支 部 長 上田　　稔 伊藤　道夫 長田　正夫 秋竹　敏実 橋山　甲三 松尾　守治 松尾　守治 松尾　守治

副支部長 橋山　甲三 木下　義人 木下　義人 木下　義人 森　　　脩

幹 事 長 長田　正夫 長田　正夫 木下　義人 木下　義人 古沢　哲郎 森　　　脩 森　　　脩 轟　謙次郎

幹　　事 河辺　　利 河辺　　利 河辺　　利 竹内竹三郎 轟　謙次郎 轟　謙次郎 轟　謙次郎 木下　義人
木下　義人 木下　義人 黒木　　茂 井上　慎二 草野　　実 草野　　実 草野　　実 上野　拓三
草野　　実 草野　　実 草野　　実 轟　謙次郎 黒木　　茂 黒木　　茂 黒木　　茂 原田　正人
末原　忠司 髙橋　健二 清水　　谷 草野　　実 清水　　谷 砥綿　　靖 砥綿　　靖 工藤　茂人
竹下　政敏 竹下　政敏 末原　忠司 黒木　　茂 稲見　俊明 原田　正人 原田　正人 富岡　義典
轟　謙次郎 轟　謙次郎 竹下　政敏 清水　　谷 波多野倉人 柴田　清己 柴田　清己 伊藤　茂史
長谷川盛一 長谷川盛一 轟　謙次郎 今山　　健 原田　正人 井　　信義 井　　信義 叶　　 礒
矢頭　朝夫 矢頭　朝夫 矢頭　朝夫 柴田　清己 古沢　哲郎 清水金太郎

森　　　脩

監　　事 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助
毛利　琢三 毛利　琢三 毛利　琢三 毛利　琢三 柴田　清己

顧　　問 神田九思男
黒部　　穣
山崎平八郎
梅田三樹男

参　　与

相 談 役

事務局長 車田　禎次 車田　禎次 車田　禎次
事務局員 永野　和子
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48年４月 49年６月 50年12月 51年5月 52年４月 53年５月 54年５月 55年５月

支 部 長 松尾　守治 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 下川　浩資 瀬戸　　充

副支部長 森　　　脩 川崎　廸一 川崎　廸一 佐藤　幸甫 佐藤　幸甫 佐藤　幸甫
五十嵐隆太朗 五十嵐隆太朗 荒井　寅雄 荒井　寅雄 荒井　寅雄
野崎　　等 野崎　　等 轟　謙次郎 轟　謙次郎 木下　義人

幹 事 長 轟　謙次郎 轟　謙次郎 轟　謙次郎 轟　謙次郎 轟　謙次郎 木下　義人 木下　義人 松岡　　洋

幹　　事 木下　義人 木下　義人 木下　義人 田中　康夫 田中　康夫 松岡　洋　 松岡　　洋 山下　房雄
徳田　重雄 片山　匡男 片山　匡男 豊原　利行 河野　有芳 永松　久敏 永松　久敏 松崎　　登
原田　正人 徳田　重雄 徳田　重雄 吉田　　博 吉田　　博 吉田　　博 松崎　　登 竹中　弘起
才田　正人 原田　正人 原田　正人 松田　正彦 松田　正彦 古賀　正浩 東　　 誠 馬場　音市
富岡　義典 才田　正人 豊原　利行 市原　誠夫 市原　誠夫 竹中　弘起 竹中　弘起 野崎　　等
伊藤　茂史 叶　　 礒 野崎　　等 馬場　音市 馬場　音市 馬場　音市 馬場　音市 長嶺　専一
叶　　 礒 松田　正彦 松田　正彦 木下　義人 木下　義人 野崎　　等 野崎　　等 嶋村　整治

竹下　正敏 鬼塚　政敏 長嶺　専一 長嶺　専一 長嶺　専一 長嶺　専一 上野　光夫
山内　福一 山内　福一 水野　勝英 水野　勝英 水野　勝英 嶋村　整治 児玉　暢幸

上野　光夫 上野　光夫 上野　光夫 上野　光夫 松尾　武彦
児玉　暢幸 児玉　暢幸 児玉　暢幸 児玉　暢幸 向井　治孝
扇　　道徳 扇　　道徳 松尾　武彦 松尾　武彦 井上　光彦
向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝
山内　福一 山内　福一 山内　福一 山内　福一

監　　事 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助
柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己

顧　　問 田原　　隆 田原　　隆 下川　浩資 森　　　脩 森　　　脩

参　　与 松尾　寿一 大島　哲男 田中　勇吉 田中　勇吉 田中　勇吉 田中　勇吉 田中　勇吉
辻　昭治郎 辻　昭治郎 松井　国義 松井　国義 松井　国義 松井　国義 松井　国義
田中　勇吉 田中　勇吉

松井　国義

相 談 役

事務局長 車田　禎次 車田　禎次 車田　禎次 車田　禎次 山内　福一 山内　福一 山内　福一 山内　福一
事務局員 永野　和子 永野　和子 永野　和子 永野　和子 永野　和子 永野　和子 永野　和子 永野　和子

九州支部役員等の変遷
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56年５月 57年５月 58年４月 59年４月 60年４月 61年４月 62年４月 63年５月

支 部 長 瀬戸　　充 川合　恒孝 佐藤　幸甫 西原　　巧 陣内　孝雄 陣内　孝雄 帆足　健八 田口　二朗

副支部長 佐藤　幸甫 佐藤　幸甫 髙橋　信夫 山本　茂樹 光岡　　毅 光岡　　毅 光岡　　毅 澤山　民季
長谷川康正 長谷川康正 吉田　光雄 吉田　光雄 吉田　光雄 木村　幸吉 木村　幸吉 金子　純一
木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人

幹 事 長 渡辺　徳丸 臼杵　清也 嶋田　昌貞 須藤　　傑 須藤　　傑 本山　　満 本山　　満 斎田　　諒

幹　　事 山下　房雄 山下　房雄 山下　房雄 山下　房雄 寺崎　　学 寺崎　　学 寺﨑　　学 山口　　力
上森　　繁 宮本　武治 宮本　武治 中道　文基 櫻庭　　晃 櫻庭　　晃 井上　保明 井上　保明
中道　文基 中道　文基 中道　文基 水俣　恭久 水俣　恭久 高津　郁夫 井上　　泉 井上　　泉
馬場　音市 井村　昭一 水俣　恭久 山本　　進 山本　　進 山本　　進 島添　政男 豊島　一男
野崎　　等 山本　　進 山本　　進 野崎　　等 野崎　　等 野崎　　等 豊島　一男 向井　治孝
長嶺　専一 野崎　　等 野崎　　等 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 扇　　道徳
水野　勝英 向井　治孝 向井　治孝 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 徳永　和人
上野　光夫 扇　　道徳 扇　　道徳 水野　勝英 春本　永禄 春本　永禄 水野　勝英 児玉　暢幸
児玉　暢幸 水野　勝英 水野　勝英 児玉　暢幸 児玉　暢幸 児玉　暢幸 児玉　暢幸 志多　克彦
松尾　武彦 児玉　暢幸 児玉　暢幸 長嶺　専一 長嶺　専一 長嶺　専一 志多　克彦 安永　克己
向井　治孝 長嶺　専一 長嶺　専一 上野　光夫 上野　光夫 上野　光夫 上野　光夫 島添　政男
井上　光彦 上野　光夫 上野　光夫 井上　光彦 山本　　進 松岡　　洋
阿部　正一 井上　光彦 井上　光彦 松岡　　洋

監　　事 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助
柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己 柴田　清己

顧　　問 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩

参　　与 田中　勇吉 田中　勇吉 田中　勇吉 松井　国義 松井　国義 松井　国義 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎
松井　国義 松井　国義 松井　国義 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 松井　国義 松井　国義

斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 奈良崎嘉七郎 奈良崎嘉七郎 奈良崎嘉七郎 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵
奈良崎嘉七郎 奈良崎嘉七郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 奈良崎嘉七郎 吉川　信夫

相 談 役

事務局長 永野　和子 永野　和子 是石　幸男 是石　幸男 小宮　照男 小宮　照男 松岡　　洋 松岡　　洋
事務局員 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子

九州支部役員等の変遷
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１年７月 ２年５月 ３年５月 ４年４月 ５年４月 ６年４月 ７年４月 ８年５月

支 部 長 田口　二朗 川井　　優 藤川　寛之 藤川　寛之 日向野良世 日向野良世 日向野良世 日向野良世

副支部長 山口　一弘 今村　瑞穂 井上　靖武 井上　靖武 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎
金子　純一 浮谷　　明 浮谷　　明 武井　良道 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎
木下　義人 木下　義人 木下　義人 木下　義人

幹 事 長 斎田　　諒 斎田　　諒 宮本　　功 宮本　　功 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳

幹　　事 山口　　力 竹中　幸生 森　　将彦 森　　将彦 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝
井上　保明 相原　紀六 安原　宏紀 安原　宏紀 徳永　和人 徳永　和人 徳永　和人 徳永　和人
井上　　泉 平井　俊則 平井　俊則 佐藤　良博 足立　和利 足立　和利 足立　和利 足立　和利
三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 水野　　茂 水野　　茂 水野　　茂 水野　　茂
向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 向井　治孝 安永　克己 安永　克己 安永　克己 安永　克己
扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 伊藤　文王 伊藤　文王 伊藤　文王 伊藤　文王
徳永　和人 徳永　和人 徳永　和人 徳永　和人 豊島　一男 豊島　一男 豊島　一男 豊島　一男
児玉　暢幸 児玉　暢幸 足立　和利 足立　和利 松岡　　洋 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦
志多　克彦 志多　克彦 水野　　茂 水野　　茂 松岡　　洋 松岡　　洋 松岡　　洋
安永　克己 安永　克己 安永　克己 安永　克己
島添　政男 島添　政男 島添　政男 伊藤　文王
松岡　　洋 大白　幸生 松岡　　洋 松岡　　洋

松岡　　洋 大白　幸生 小島　征夫

監　　事 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助 桑原　春男 桑原　春男 桑原　春男 桑原　春男
草場　正之 草場　正之 草場　正之 草場　正之 渡辺　治雄 渡辺　治雄 渡辺　治雄 渡辺　治雄

顧　　問 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 森　　　脩 津澤　正晴
武井　良道 久保　勝俊 久保　勝俊 益田　幸雄
益田　幸雄 益田　幸雄 益田　幸雄 藤芳　素生
井上　靖武 吉岡　和徳 熊谷恒一郎 森　　将彦
桑靏　公夫 今村　勝志 今村　勝志

参　　与 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵
松井　国義 松井　国義 松井　国義 松井　国義 吉川　信夫 吉川　信夫 吉川　信夫 吉川　信夫
斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵 斎藤　謙蔵
吉川　信夫 吉川　信夫 吉川　信夫 吉川　信夫

相 談 役 木下　義人 木下　義人 木下　義人 鳥越吉之助
鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助

事務局長 松岡　　洋 松岡　　洋 松岡　　洋 松岡　　洋 多田隈　昴 多田隈　昴 中富　　清 中富　　清
事務局員 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子
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９年４月 10年５月 11年５月 12年５月 13年５月 14年５月 15年５月 16年５月

支 部 長 日向野良世 日向野良世 日向野良世 日向野良世 日向野良世 日向野良世 日向野良世 山口　一弘

副支部長 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 徳永　和人 徳永　和人 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀
五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 五十嵐隆太郎 上床　隆彦

幹 事 長 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一

幹　　事 向井　治孝 向井　治孝 古川　安市 安丸　國勝 安丸　國勝 叶　　宗尚 叶　　宗尚 叶　　宗尚
徳永　和人 徳永　和人 徳永　和人 古川　安市 古川　安市 川添　宏市 川添　宏市 川添　宏市
足立　和利 足立　和利 足立　和利 橋本　　明 橋本　　明 橋本　　明 橋本　　明 橋本　　明
水野　　茂 吉田　多穀 吉田　多穀 足立　和利 永石　晏嗣 浦上　一成 浦上　一成 浦上　一成
安永　克己 福田　光一 福田　光一 吉田　多穀 吉田　多穀 平川　雅好 平川　雅好 平川　雅好
伊藤　文王 伊藤　文王 伊藤　文王 佐藤　孝正 佐藤　孝正 下川　健策 下川　健策 下川　健策
豊島　一男 豊島　一男 豊島　一男 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 三浦　一郎 扇　　道徳
上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 扇　　道徳 豊島　一男
松岡　　洋 松岡　　洋 橋本圭三郎 豊島　一男 豊島　一男 豊島　一男 豊島　一男 齋藤　　保

上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 益田　幸雄
橋本圭三郎 齋藤　　保 齋藤　保　 齋藤　　保

益田　幸雄 益田　幸雄 益田　幸雄

監　　事 桑原　春男 桑原　春男 桑原　春男 岩瀬慶一朗 岩瀬慶一朗 岩瀬慶一朗 岩瀬慶一朗 岩瀬慶一朗
渡辺　治雄 渡辺　治雄 渡辺　治雄 内藤　敏男 内藤　敏男 熊谷甚一郎 熊谷甚一郎 熊谷甚一郎

顧　　問 津澤　正晴 岡田　直久 岡田　直久 岡田　直久 鈴木美奈男 常務幹事 横山　来三 横山　来三
箱岩　英一 箱岩　英一 原口　和政 原口　和政 平出　美則 （幹事重複者 松尾　喜生 松尾　喜生
藤芳　素生 山本　雅史 佐々木庸介 佐々木庸介 熊 谷　 清 は除く） 境　　邦誓 境　　邦誓
増元　四郎 増元　四郎 徳永　和幸 徳永　和幸 粕谷　晋一

徳永　和幸

参　　与 斎藤　謙蔵 青山　次則 青山　次則 青山　次則 草本　嘉勝 草本　嘉勝 草本　嘉勝 山部　征三
吉川　信夫 吉川　信夫 本 山　 満 本山　満　 本山　　満 本山　　満 本山　　満 本山　　満

原田　美道 堤　　　一 堤　　　一 堤　　　一 堤　　　一 堤　　　一
生野　雅也 生野　雅也 生野　雅也 麻生　廉彦 麻生　廉彦

相 談 役 鳥越吉之助 鳥越吉之助 鳥越吉之助

事務局長 中富　　清 中富　　清 中富　　清 中富　　清 中富　　清 中富　　清 中富　　清 末次　吉堯
事務局員 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子
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17年５月 18年６月 19年６月 20年６月 21年５月 22年５月 23年６月 24年５月

支 部 長 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘 山口　一弘

副支部長 吉田　多穀 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一 福田　光一
上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦 上床　隆彦

幹 事 長 福田　光一 山本　旗年 山本　旗年 山本　旗年 山本　旗年 山本　旗年 山本　旗年 山本　旗年

幹　　事 山本　旗年 野口　武男 野口　武男 黒田　勲夫 黒田　勲夫 黒田　勲夫 芳野　博昭 横 山　 巖
川添　宏市 荒本　博之 荒本　博之 池田　正志 福井　隆義 福井　隆義 黒田　勲夫 佐々木義文
伊藤　正巳 浦上　一成 浦上　一成 浦上　一成 藤本　祐二 藤本　祐二 藤瀬　政則 藤瀬　政則
浦上　一成 井上　芳明 井上　芳明 小野準一郎 松本　邦男 松本　邦男 藤本　祐二 藤本　祐二
平川　雅好 志多　克彦 福島　　俊 福島　　俊 福島　　俊 福島　　俊 松本　邦男 松本　邦男
志多　克彦 中村　邦夫 中村　邦夫 中村　邦夫 中村　邦夫 中村　邦夫 福島　　俊 西田　　靖
下川　健策 扇　　道徳 扇　　道徳 嶋田　吉勝 嶋田　吉勝 川口　　保 草賀　裕一 草賀　裕一
扇　　道徳 豊島　一男 豊島　一男 志茂　久男 川口　　保 川口　　保 石田　和男
豊島　一男 嶋田　吉勝 嶋田　吉勝
齋藤　　保 益田　幸雄 志茂　久男
益田　幸雄

監　　事 岩瀬慶一朗 岩瀬慶一朗 熊谷甚一郎 山本　棱一 山本　棱一 山本　棱一 山本　棱一 山本　棱一
熊谷甚一郎 熊谷甚一郎 山本　棱一 木本　　達 木本　達　 木本　　達 木本　　達 川﨑　信三

常務幹事 横山　来三 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀 吉田　多穀
松尾　喜生 齋藤　　保 齋藤　　保 松尾　喜生 松尾　喜生 横山　　巖 横山　　巖 米倉　隆盛
境　　邦誓 横山　来三 横山　来三 境　　邦誓 境　　邦誓 山部　征三 山部　征三 石橋　義基

松尾　喜生 松尾　喜生 横山　　巖 横山　　巖 米倉　隆盛 米倉　隆盛
境　　邦誓 境　　邦誓 山部　征三 山部　征三 石橋　義基 石橋　義基

参　　与 山部　征三
泊　　　修
麻生　廉彦

相 談 役

事務局長 末次　吉堯 末次　吉堯 末次　吉堯 末川　重美 末川　重美 末川　重美 末川　重美 末川　重美
事務局員 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 神野　陽子 荒木　祐子 荒木　祐子 荒木　祐子
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２５年６月

支 部 長 山口　一弘

副支部長 福田　光一
上床　隆彦

幹 事 長 山本　旗年

幹　　事 横山　　巖
佐々木義文
森重　孝志
藤本　祐二
松本　邦男
西田　　靖
草賀　裕一

監　　事 山本　棱一
川﨑　信三

常務幹事 吉田　多穀
米倉　隆盛
石橋　義基

参　　与

相 談 役

事 務 局  事務局長　末川　重美　 荒木　祐子
技　　術
センター

 技術センター長　　飯村 友三郎
 副技術センター長　渡辺 茂之
 広渡 さち子　酒井　誠
 桑原 大治　　八田 章寛
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