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第 133 号 

 
  平成２５年９月１日発行 

 

事 務 局 だ よ り  
所在地 〒760-0067 香川県高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館２階） 

TEL 087-821-2450  FAX 087-822-8459  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:shikoku@jsurvey.jp 

公益社団法人日本測量協会  ホームページアドレス http://www.jsurvey.jp 

本紙カラー版は、上記ホームページの会員向け「測量情報館」でご覧いただけます 

 

 

 
 

 

平平成成 2255 年年度度「「公公共共測測量量品品質質管管理理優優秀秀賞賞及及びび奨奨励励賞賞」」表表彰彰式式  
 

■「優秀賞」は株式会社芙蓉コンサルタント様が受賞 

■「奨励賞」は株式会社第一コンサルタンツ様が受賞 
                

 当協会では、測量機器及び測量成果品の検定を行う第三者機関として検定業務を実施しておりますが、

平成１７年４月、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」が施行されたのを機に、同年「品

質管理優秀賞」の表彰制度を創設しました。また、受注量の減少、作業量の縮小等により、実績基準を満たし

ていないものの、優秀な成績をあげている作業機関（測量会社）にも受賞機会を与え、品質の向上を期待する

目的で、平成２２年度から新たに「奨励賞」を創設したところです。「優秀賞」の表彰対象は、当協会の成果検

定を年間３物件以上受検（１物件当りの検定量が一定基準を満たすもの）された作業機関とし、「奨励賞」の表

彰対象は、「優秀賞」で定める基準を年間２物件受検、又は、基準を満たしていないが、総物件数が１０物件以

上を受検された作業機関としています。 

 四国支部管内では、「品質管理優秀賞」を株式会社芙蓉コンサルタント様（松山市）が、「奨励賞」を株式会社

第一コンサルタンツ様（高知市）が受賞されましたので、７月５日、サン・イレブン高松において表彰式を行い、

記念の楯を贈呈して栄誉をたたえました。 

 なお、全表彰会社はホームページ「記者発表」をご覧下さい。 http://www.jsurvey.jp/press/press.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜優秀賞 ㈱芙蓉コンサルタント さま＞                ＜奨励賞 (株)第一コンサルタンツ さま＞ 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

 

★平成 25 年度「公共測量品質管理優秀賞及び奨励賞」表彰式……………………P1
★【測量と地図の基礎講座】 
 「空中写真の使い方と判読、地形図の読み解き方」講習会のご案内…………P2
★防災調査講習会Ⅱコース(ハザードマップ）Ｗeb 講習会のご案内……………P3
★国土地理院四国地方測量部からのお知らせコーナー……………………………P5
★四国支部 行事カレンダー………………………………………………………P6
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主主催催    公公益益社社団団法法人人日日本本測測量量協協会会四四国国支支部部  

後後援援  一一般般社社団団法法人人全全国国測測量量設設計計業業協協会会連連合合会会四四国国地地区区協協議議会会    

  

 

 
 

平成２５年９月２５日(水)  ９：３０～１６：３０…1日間 
会場：高知市 高知会館 

 

「空中写真及び地形図の基礎知識について学びたい！」という人たち 

を対象にした『測量・地図基礎講座』を四国地方で初めて実施します。 

空中写真や地形図は、国土の現況を表すだけでなく、まちづくりや防災、そして、地図学習の基礎資

料として利用されています。この機会に、測量設計分野の技術者のみなさんや空中写真・地形図の学習

を希望される方など、関心のある方は是非受講していただき、お役立て下さいますようご案内いたしま

す。なお、講義では高知県内などの写真・地図を用いて説明します。 
 

●開催日 平成２５年９月２５日(水)  

9：30～16：30（受付開始時間 9：00） 

●会 場  高知会館  「平安の間」 

     TEL 088-823-7123 （駐車場有り） 

〒780-0870 高知市本町 5-6-42 

●講 師  公益社団法人 日本測量協会 

      測量技術センター  

            山本国雄 調査役 

●教 材  講師作成テキスト（当日配布） 

          1/25,000 地形図（当日配布） 

●定 員 ３０名 ※申込締切 ９月１１日(水)  

●携行品 電卓、15 ㎝以上の定規、赤鉛筆、 

         簡易実体鏡（お持ちの方） 

講習内容（予定） 

◆空中写真の使い方と判読 
  ○空中写真について 
  ○空中写真を立体視（３Ｄ）で見る 
  ○白黒写真、カラー写真の特徴 
  ○写真計測 
  ○典型的な地形や植生を判読する 

◆地形図の読み解き方 
 ○緯度と経度、経線と緯線 
 ○大縮尺地図と小縮尺地図 
 ○経緯度・地図記号・等高線の読み方 
 ○標高差・実距離・傾斜角度・面積の計測 

◆ハザードマップの紹介   

●受講料   

①正会員・特別会員の社員 ９，０００円 

②同時入会・一  般   １６，０００円 

●お申込み方法  

申込書を FAX し、下記①～③のいずれかの方法

でご送金ください。  

①郵便振替  01630-2-19550 

②銀行振込 百十四銀行高松支店(普) 0180666 

③現金書留 （申込書を同封可） 

 

●お申込み､お問合せ先 

公益社団法人日本測量協会四国支部 

  〒760-0067  

高松市松福町 2-15-24   

香川県土木建設会館 2F 

TEL 087-821-2450 

FAX 087-822-8459 

※個人情報は、大切な情報と認識し、当協会の業務目的以外には利用いたしません。また第三者への提供などはいたしません 
 

四国支部【測量・地図の基礎講座】平成２５年度「空中写真判読、地形図読図」講習会 受講申込書 

●参加者名        （フリガナ           ） ●測量ＣＰＤ登録番号           

●会員区分 □正会員（正会員番号          → CPD 登録代行希望  □有 □無） 

      □特別会員の社員   □同時入会 →（CPD 登録代行希望  □有 □無 ）   □一 般 

●払込予定日   月   日   ●払込方法  □現金書留  □郵便振替  □銀行振込   

***********正会員番号をご記入の場合は、以下のご記入は不要です（特別会員の社員はご記入願います）************* 

●生年月日 西暦 19   年   月   日（   歳）     

●会社名                                               

●連絡先住所（□勤務先□自宅）〒   -           県                       

●TEL                    ●FAX           ●メールアドレス                   

き り と

り

測量 CPD
６ポイント

全員に 

ステキな 

地図グッズを 

プレゼント！！
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〈平成２５年度〉地理空間情報専門技術講習会・同認定試験のお知らせ 
 

測量ＣＰＤポイント： ハザードマップ要論及び演習 24 ポイント 

 

防災調査講習会Ⅱコース（ハザードマップ）Web 講習 
（インターネットによる遠隔講習） 

主催 公益社団法人日本測量協会  後援 国土交通省国土地理院 

 

 

 

 

 

防災調査講習会は、 新の防災調査に関する知識と理論並びに実務に関する幅広い技術を付与し、技師クラス以

上の技術者を養成することを目的としています。ハザードマップは、新公共測量作業規程では主題図として位置づけ

られ、同認定者は計画機関等での活用が期待されます。認定試験は、これらの技術水準に達しているかについて評

価するものです。 

認定試験科目の「防災要論及び山地防災論」、「斜面防災論及び都市防災論」、「ハザードマップ要論及び演

習」及び「地理空間情報技術（新試験科目）」の４科目の全科目に合格しますと、地理空間情報専門技術者（防災

調査）として認定されます。なお、「地理空間情報技術」はCD-ROM による自己学習後、認定試験及びレポートの

提出（申込後３ヶ月以内）により合否を判定いたします。厳しい環境が取り巻く測量界にあっても地理空間情報専門

技術者は、測量業界始め、測量発注機関からもその総合能力を高く評価されています。 

今回は防災調査Ⅱコースを全国数会場で同時受講が可能なＷｅｂ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)による遠隔教育講習により実施します。

奮ってご参加下さるようご案内申し上げます。 

また、講義項目毎の御受講のご相談にも応じます。ご希望の方は当支部までお問い合わせ下さい。 

 

 

1.受講資格及び認定試験受験資格 

1) 受講資格：特になし 

2) 受験資格：測量士もしくは測量士補の資格を有し、

測量に関する実務の経験が 3 年以上ある者 

 

2.日程(科目)及び会場 

●ハザードマップ要論及び演習科目 

  10 月 28 日(月）～11 月 1 日(金) 9：30～16：30 

※11 月 1 日(金)はし権のみのため 11：30 終了です。 

●認定試験  11 月 1 日（金）10:00～11：30 

●会 場 ：  サン・イレブン高松    

〒760-0067 香川県高松市松福町 2-15-24 

TEL 087-823-4550 

 

3.講 師  公益社団法人 日本測量協会認定講師 

 

4.受講定員 ２０名  

 

5.教 材 『ハザードマップ－その作成と利用－』 

    日本測量協会発行 2,700 円（税込） 

※講習会では、上記書籍で講習を行いますの

で、 お持ちの方はご持参ください。 

お持ちでない方は、申し込み時に図書代金を

添えてお申し込みくだされば、会場でお渡しし

ます。 

 

 

 

 

 

6.主な講義項目（一部抜粋) 

●洪水ハザードマップ要論及び作成演習 

・防災における各種ハザードマップの位置づけと特

徴 

・洪水ハザードマップの要件と作成方法 

・洪水ハザードマップ事例紹介 

●土砂災害ハザードマップのあり方及び作成演習 

・土砂災害（地すべり・崩壊・土石流）の特徴 

・防災・減災のためのハザードマップのあり方 

●地震災害ハザードマップのあり方及び作成演習 

・地震災害（地震動・地盤の液状化）の特徴 

・防災・減災のためのハザードマップのあり方 

●火山防災ハザードマップのあり方及び作成演習 

・火山災害の特徴 

・火山防災ハザードマップの事例と特徴 

 

7.受講料及び受験料（税込み金額です）  

              受講料  受験料 

●会員 37,500 円 （ 34,000 + 3,500 ） 

●一般 44,500 円 （ 41,000 + 3,500 ） 

※同時入会は一般金額と同額となります。 

 

8.申込期限 １０月７日（月) 

 

9.お申し込み方法  

  次ページの申込書をご使用下さい。 

 

＜詳しい案内書はホームページをご覧下さい＞ 

http://www.jsurvey.jp/3-1-2.htm#youchi 

 

平成２５年１０月２８日(月)～１１月１日(金) 9：30～16：30 

※１１月１日(金)は試験のみのため 11：30 終了です。 
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〈平成２５年度〉防災調査講習会 Web 講習 高松会場 Ⅱコース（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ） 

地理空間情報専門技術講習会・同認定試験受験申込書  平成   年   月   日 

フ リ ガ ナ 

氏  名 

 性 

別 

男

・女 

生年

月日

西暦 

１９   年   月   日生
㊞

E - m a i l  

フ リ ガ ナ 

会 社 名 

 

TEL                 

FAX                 

 

 

会 社 所 在 地 
〒 

 

資  格 測量士№            測量士補№          実務経験 
  年

会 員 の 区 分 
･特別会員（法人） ･正会員（個人） ･一般 ･同時入会 

【会員番号 :                     】 
CPD 

CPD 登録番号 

【           】 

合 格 済 科 目 
・防災要論及び山地防災論 （   年）  ・ハザードマップ要論（   年） 

・斜面防災論及び都市防災論 （   年）  ・地理空間情報技術（ＣＤ） （   年） 

送 金 方 法 
□ 銀行振込（   月   日振込） 

□ 郵便振替（   月   日振込）  □ 現金書留 
入金締切  10/7（金） 

申込内容 

 

必要項目を☑ 

して下さい。 

図書注文 □ 「ハザードマップ―その作成と利用―」  2,700 円（税込） 

該当項目 

に☑ 
□会員 37,500 円   □一般 44,500 円   □同時入会 44,500 円 

 （図書、講習会費の合計金額をご記入ください） 合 計               円

備  考 

（Ｓ） 

 

FAX 送信先 ０８７－８２２－８４５９ 公益社団法人日本測量協会四国支部 

 

＜お申込み方法＞  

 

●上記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は

郵送にてご送付ください。 

 

●受講料・受験料は、下記口座へお振込み（又は

現金書留を郵送）下さい。  

【振込手数料は、ご負担にてお願い致します。】 

①銀行振込 百十四銀行 高松支店 （普）０１８０６６６ 

②郵便振替 ０１６３０－２－１９５５０ 

③現金書留 （申込先宛に申込書と現金を送付） 

 

●申込及び問合せ先 

 公益社団法人 日本測量協会 四国支部 

    Tel 087-821-2450  Fax 087-822-8459 

〒760-0067  香川県高松市松福町 2-15-24  

香川県土木建設会館２Ｆ 

 

●その他 

・一旦支払われた受講料等は原則返金できません

のでご了承ください。但し、講習会が中止等で開

催されない場合は、返金いたします。 

・締切日において申込人数が 10 名未満の場合は中

止する場合があります。 

・地理空間情報専門技術認定に登録更新制度が義

務化されましたので、当該技術認定登録後、５年

毎の登録の更新が必要となります。 

・この講習会は、測量ＣＰＤポイントの対象学習プロ

グラムです。 
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国土交通省関東地方整備局では、測量の入札において、10月1日以降公示の案件より、測量系CPD

を評価することになりました。推奨単位は、100ポイント／５年 20ポイント／年（測量のみ適用）です。 

詳しくは、下記URLをご覧ください。 
       

○「平成 25 年建設コンサルタント業務等に係る入札契約手続きに関する変更点について」資料・・１０頁 

      http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000061.html 
 

○「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」（本文） 

      http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000044.html 

 

 

 

 

 

 

 ●測量士・測量士補試験の合格者発表について 
 

今年５月１９日（日）に実施した「測量士・測量士補試験」の合格者の発表が７月１９日（金）にありました。 

 ○試験の結果（全国） 

 ①測量士試験受験者数     ２，４５７人   合格者    １２７人 

     香川県試験地受験者数    １５５人   合格者      ８人（合格率 5.2%） 

  ②測量士補試験受験者数   １０，５９６人   合格者  ２，２４８人 

     香川県試験地受験者数      ６０９人    合格者       １０３人 (合格率 16.9%） 

 

●平成 25 年度 測量等に関する四国地方県担当者会議を開催 
 

平成 25 年 6 月 25 日（火）に高松第 2 地方合同庁舎において平成 25 年度測量等に関する四国地方県担当者会

議を開催いたしました。 

本会議は、公共測量の手続き等の周知や衛星測位を活用した測量業務の効率化・低コスト化を実現した 2 つの

公共測量に使用するマニュアル（案）等の紹介など、公共測量の普及・啓発を目的として開催しました。 

会議は、四国地方 4 県の測量行政等を担当する 8 名の参加のもと行なわれました。 

会議では、四国地方整備局から地籍調査以外の測量である用地測量の成果を活用する地籍整備について、そ

の目的や手続き等について、国土地理院から、公共測量の諸手続き、四国管内における公共測量の届出の現状や

ワンストップサービス推進の取組などを紹介しました。また、4 月に公表された「GNSS 測量による 3 級水準点の設

置」、「電子基準点のみを既知点とした 2 級基準点の設置」を可能とした 2 つのマニュアル（案）について説明を行い

ました。 

各県との意見交換では、公共測量の現状や県が作成した津波浸水想定図等の公開や市町へのデータの提供に

ついて報告され、公共測量の届出の重要性や情報共有を図ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

【担当者会議の様子】 



- 6 - 

公益社団法人日本測量協会四国支部 行事カレンダー   

平成２５年９月 長月
ナガツキ

  誕生花/カンナ 誕生石/サファイア 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 
GNSS による基準
点測量講習会 
（えひめ共済会館）

6 7 

8 9 10 11 
「空中写真・地形図読
み解き方」申込期限 

12 13 14 

15 16 

敬老の日 
17 18 19 20 21 

22 23 

秋分の日 
24 25 

「空中写真の使い方と
判読、地形図の読み解
き方」講習会(高知会館)

26 27 28 

29 30 ▼当協会ホームページのトップページに「各支部からのお知らせ」アイコンを作りま

した。ワンクリックで見られるようになりましたので、チェックしてみてくださいね。 

平成２５年１０月 神無月
カ ン ナ ヅ キ

  誕生花/リンドウ 誕生石/オパール 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 5 

6 7 

防災 WebⅡｺｰｽ 

申込期限 

8 9 10 11 12 

13 14 

体育の日 
15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 

 

28 29 30 31    

   （～11/1） 

▼今後の予定 

●【中級講座】GNSS による基準点測量講習会＜実習有＞11 月 12 日(火)～13 日(水)高松テルサ（12 ポイント) 

●【中級講座】ＴS による基準点測量講習会＜実習有＞11 月 14 日(木)～15 日(金)高松テルサ（12 ポイント） 

●地理空間情報技術セミナー会員無料 11 月 26 日（火)徳島県建設センター（3 ポイント) 

 

 

 

 

 

    

 

防災調査 Web 講習会〔Ⅱコース〕（サン・イレブン高松） 
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