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                            公益社団法人 日本測量協会四国支部 

                               支部長    福 田 昌 史 

 新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、さわやかな初春をお迎えになったことと、心からお慶び

申し上げます。 

 さて、昨年一年を振り返りますと、７月の選挙で参議院のねじれが解消され安定政権

が実現しました。総理が毎年変わるという事態は国際的にも理解を得ることは非常に

困難なことでありました。 

 新政権はデフレ脱却、３本の矢を着実に実行することが強く望まれています。国民の多くが明るさを取り戻して

いることは心強いことであります。 

 また、２０２０年オリンピックの東京開催が決定しました。思い返しますと５０年前の東京オリンピックの開催は、

日本の飛躍の大きなきっかけとなりました。新幹線、高速道路等の整備が日本の成長を実現させました。２０２０

年のオリンピックの開催は、この国に何をもたらすでしょうか。しっかりした国の目標を掲げることが急がれます。 

 一方、長い夏、相次ぐ台風の襲来等不安定な気象による災害の発生、日本はこれからも自然災害との共存は

避けることができず、この国の防災は手を抜くことが許されません。東日本大震災の復興も大きな課題です。被

災の大きさを考えればやむを得ない事情も理解出来ますが、今なお多くの人々が避難生活を余儀なくされている

ことを考えれば緊急事態であることを忘れてはいけないと思います。 

 さて、今年の展望ですが、先ず我国経済のデフレからの脱却が確実なものとなることが期待されます。また、四

国では南海トラフ巨大地震に備えるため、防災事業の進捗が急がれるとともに、四国内８の字ルートの進捗や、

近年急速に問題が指摘されている維持管理や施設更新のために、多くの事業が予定されています。測量界とし

てもこれらの事業が円滑に実施されるための測量になって活躍することが要請されていま

す。この一年も多忙な一年となるでしょう、会員の皆様のご活躍を大いに期待しています。 

 支部として今年も会員の皆様の技術力向上のための有意義な技術講習会、研修会を企

画しております。皆様の参加が容易になるよう開催日時についても工夫してまいりますの

で、多数の参加をお願いし、新年のごあいさつといたします。 
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     新年のご挨拶 
 

国土地理院四国地方測量部長 廣田三成 

 

新年明けましておめでとうございます。 

公益社団法人日本測量協会四国支部並びに同会員の皆様にとって、明るい良い年と

なることを心からお祈り申し上げます。 

 

昨年の国土地理院の地理空間情報に関する取組として、測量の分野では、衛星測位を活用した測量業務の

さらなる効率化を図るため、公共測量に使用するマニュアル（案）として、衛星測位と改定したジオイド・モデルを

組み合わせて水準点を設置する測量について「GNSS測量による標高の測量マニュアル（案）」を、2級基準点測

量における電子基準点のみを既知点とした測量について「電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュア

ル（案）」を公表しました。これにより、短時間で必要な場所に水準点及び基準点の設置ができるようになり、測

量の効率化・低コスト化が期待できます。 

また、地図の分野では、Web地図サービスとして試験公開していました「電子国土Web.NEXT」の機能改良を終

え、「地理院地図（GSI maps）」として本格公開の開始や、2万5千分1地形図（印刷図）についても、3色刷から多

色刷へとおよそ50年ぶりに一新し、刊行を開始するなど、利用者のニーズを聞きながら、価値ある使いやすい地

理空間情報の提供を目指して取組を進めてまいりました。 

 

本年も測量や地図を取り巻く社会の変化、技術の進歩を踏まえ、様々なニーズに

的確に対応し、さらに価値ある使いやすい地理空間情報の提供や幅広い活用促進な

ど、サービスの多様化や質の向上に努めてまいります。 

 

今後とも、貴協会四国支部そして同会員の皆様方に引続きのご支援とご協力をお

願いするとともに、皆様のご健勝を心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 
* 当支部では、平成２６年測量士・測量士補試験受験願書を交付します 

（平成２６年１月７日（火)から２月７日(金)まで）   * 願書は無料です 

取りに来られる場合  

当事務所でお渡しします。 

郵送希望の場合  

「願書○部請求」と朱書きした小封筒の中に、右表の切手を貼った返信用

封筒（宛名にあなたの住所・氏名を明記した、A4 サイズが折らずに入る

「角形２号」以上の封筒）を折りたたんで入れ、当支部までお送りください。

到着次第、受験願書をお送りします。右表に該当しない場合は、当支部ま

でお問い合わせください。 

＜参考：願書提出に必要なもの＞ 詳しくは国土地理院ＨＰ ⇒ http://www.gsi.go.jp/ 

●収入印紙（試験手数料） 測量士試験：４，２５０円  測量士補試験：２，８５０円 

＊収入印紙は郵便局等で購入し、合計金額が上記になるように組み合わせてください。  

●写真 １枚 （たて 4.5cm よこ 3.5cm 脱帽、上半身・正面向のもの）  

●５２円切手（受験票返信用） 

 

願書の部数 返信用切手代

1 部 140 円 

2 部 200 円 

3～4 部 240 円 

5～9 部 390 円 

10～18 部 580 円 
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主催 : 公益社団法人日本測量協会四国支部 

 
 

●講習会の流れ 

※受験願書配布・受付…平成２６年１月７日（火）～２月７日（金） 

セミナー申込み 教材を注文された方は、教材が届きます。 

↓    

模擬問題の送付 受付後、模擬問題と受講票が送付されます。 

↓                （発送は２月下旬から） 

自宅学習 自宅で教材の学習と模擬問題の解答を行い、 

↓    疑問点をピックアップ。 

WEB 講習 講師による解説と重要点の講義。 

↓    （四国地区はＷeb 講習） 

自宅学習 講習で受けたポイントを学習。 

↓ 

国家試験 平成２６年５月２５日(日)  *合格発表７月１５日(金) 

●会 場  サン・イレブン高松 ２階「小会議室」 

   高松市松福町 2-15-24 電話 087-823-4550 

●講 師 日本測量協会認定講師  

●受講料  ◆測 量 士  会員 22,858 円＋税（8％予定) 

              同時入会  29,524 円＋税（8％予定)  

                 ＜お振込前にご確認願います＞ 

◆測量士補  会員 24,000 円（税込) 

                 同時入会    31,000 円(税込) 

●申込期限  定員になり次第  

●使用教材 ※受講料には教材費が含まれておりません。 

              4 月以降は値段が変わります。 

 

 

① 受験テキスト（Ｖol.14） 会員価格 3,150 円 送料 550 円 

② 科目別問題解答集(20～24 年収録) 会員価格 2,340 円 送料 550 円  

③ 平成 25 年問題模範解説集 会員価格 2,070 円 送料 390 円 

※上記は税込金額。3 冊をあわせた送料は 600 円です。 

●申込先   〒760-0067 高松市松福町 2-15-24  

                   (香川県土木建設会館２階) 

公益社団法人 日本測量協会 四国支部 

      TEL 087-821-2450 FAX 087-822-8459 

●申込方法  申込書に必要事項を記入の上、下記①～③

のいずれかの方法でお申込みください。なお、受付は入

金時となり、納入された受講料は、定員を越えて受付で

きなかった場合以外は返還できませんのでご了承願いま

す。 

 

支払方法 ①郵便振替 ②銀行振込 ③現金書留

口座

番号
01630-2-19550 

百十四銀行高松支店 

(普) 0180666
－ 

口座名義 シャ）ニホンソクリョウキョウカイ シコクシブ － 

●宿泊施設(参考)  「チサンイン高松」 電話 087-823-1111 

 香川県高松市福田町 11-1 （会場まで約 1km） 

※ホテルに「日本測量協会」の名前を言って予約すると割引になります。 

 キリトリ                                                        ※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。 

 

平成 26 年国家試験対策 測量士・測量士補 答案練習セミナー申込書＜Ｗeb 講習 四国地区＞    申込日   年   月   日 

●受講料        円 ＋ 教材費      円 ＋ 教材送料      円 ＝ 合計      円 を添えて申し込みます。 

●申込者名 ●生年月日／年齢 ●受講コース ●購入教材（会員価格) 
（ﾌﾘｶﾞﾅ              ） 

 

氏名 

西暦 19  年  月  日 
 

歳

□測量士コース （4/12～4/15） 

□測量士補コース （3/1１～3/14） 

☐①受験テキスト 3,150 円 
☐②科目別  2,340 円 
☐③25 年解説 2,070 円 

●会社名  
●会員
  種別

□正会員・特別会員の社員  ☐同時入会 
（会員番号             ） 

●ＣＰＤ登録番号  

●登録代行希望 □有  □無

●連 絡 先 

□勤務先 □自宅 

〒       ―          Ｔel     （      ）         Fax     （      ）     
（所在地）  

               県 

●ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ●送金方法 □郵便振替  □銀行振込  □現金書留 振込予定日  月  日

測量士 ●平成２６年４月１２日(土)～１５日(火) 測量士補  ●平成２６年３月１１日(火)～１４日(金)
 

●四国地区 講習会場 

サン・イレブン高松 

〒760-0067  

高松市松福町 2-15-24 

TEL 087-823-4550 

●時間割 ＜測量士・測量士補 共通＞ ※都合により時間割を変更する場合があります 

1 日目 ９：３０～１６：３０ (午前)測量概説・測量法規等 （午後）水準測量 

2 日目 ９：３０～１６：３０ (午前)多角測量         (午後)地形測量 

3 日目 ９：３０～１６：３０ (午前)写真測量         (午後)地図編集 

4 日目 ９：３０～１２：３０ (午前)応用測量 
 

ＣＰＤポイント 
測量士セミナー  21ポイント
測量士補セミナー 21ポイント

平成２６年国家試験対策 ―予想問題で集中講義― 

測量士・測量士補答案練習セミナー 

 

このセミナーはインターネットを介し
て行われ、遠隔地にいる講師による
講義を、複数会場で聴講します。 

Web 講習 

正正会会員員ににはは当当支支部部ががＣＣＰＰＤＤ登登録録代代行行ししまますす！！  
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                                          ＜第２回＞    四国支部技術センター 

  

前号の第１回 Q&A はいかがでしたか？ご参考になりましたか？ 

今回で終わりとなりますが、何かご不明な点がございましたら、四国支部技術センターの三
み

明
あけ

又は西村まで 

ご連絡ください。  

     《連絡先》 ◆TEL 087-821-2498 ◆FAX 087-822-8459 ◆メールアドレス shikoku@geo.or.jp 

 

Ｑ５成果品はどのような状態で

搬入すればよいでしょうか？ 
 

Ａ５社内検査が完了し、納品でき

る状態で紙出力の簿冊の搬入を

お願いします。また、成果品の紙

簿冊はバラけないように整理して

おいてください。（紙ファイルに綴

るか簿冊種別ごとにクリアファイ

ルに入れケース等に入れる 等） 

Ｑ７ＴＳによる現地測量成果（数値地図レベル 500 等）の検定も行って

いるでしょうか？また、行っているのであればどのような検定でしょう
か？ 
 

Ａ７行っています。現地測量成果の検定は出力図による目視検定と数

値地形図ファイル（ＤＭデータ）による論理検定の二つの工程がありま

す。まず出力図をこちらに搬入いただき、その出力図の内容及び図式

等が作業規程の準則に規定されているとおりに作成されているかを検

定します。出力図の検定が完了後、数値地形図データファイルをご提

出いただき、論理検定プログラムにて作業規程の準則に規定されてい

る書式・構造で作成されているかを検定します。 

Ｑ６電子納品成果（フォルダ及び

ファイル構成等）を含む検定も行
っているでしょうか？ 
 

Ａ６電子納品を含む検定も行っ

ております。紙出力の簿冊成果

の検定料金から追加料金無しで

行っておりますので、ご希望があ

りましたら当支部までご相談くだ

さい。 

Ｑ８成果検定の流れを教えてください。 

 

Ａ８成果品搬入後、こちらで検定を実施し、計算結果に関わる問題等

が発生していなければそのまま全ての簿冊の検定を進め、一回目の

検定を完了します。その後、指摘事項等を依頼者様にご連絡いたしま

すので、修正等の処置をいただきその処置を確認後、検定完了となり

成果検定証明書を発行いたします。 

なお、もし途中で計算結果に関わる大きな問題がみつかった場合はそ

の時点で検定をストップし、再計算等の処置をとっていただきます。 
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●地理空間情報の活用の推進に関する産学官連携について 

－「地理空間情報の活用に関する地域連携協議会」を徳島及び愛媛で開催－ 

 

国土地理院四国地測量部では、「平成２５年度地理空間情報の活用に関する地域連携協議会」を徳島及び愛媛で

開催しました。 

この協議会は、産学官が地理空間情報に係る情報の共有を図り、地理空間情報の効果的な整備・更新・活用を推

進することを目的としたもので、今回は防災・減災に資する地理空間情報をテーマに産学官から報告がありました。

意見交換会では、報告に対する要望や提案、地理空間情報の利活用についての意見が出され、今後の活動につな

がる会議となりました。 

○徳島地域連携協議会  10 月 18 日（金）  

  徳島県市町村職員共済組合ホテル千秋閣（徳島市） 出席者 35 名 

＜報告内容＞  

一般社団法人徳島県測量設計業協会 

「防災関連業務における地図情報の活用事例報告」 

徳島県経営戦略部情報システム課 

「防災･減災対策として活用！ 

OSS を活用した徳島県の地図ソリューションへの取組について」 

徳島大学塚本准教授 「3 次元で見る徳島の景観と災害」 

国土地理院四国地方測量部 

「ハザードマップ等の整備・提供に関するアンケート結果について」 

「電子国土 Web を利用した情報配信について」 

○愛媛地域連携協議会  11 月 18 日（月） リジェール松山（松山市） 出席者 38 名 

＜報告内容＞ 

一般社団法人愛媛県測量設計業協会 

「業務における基盤地図情報の利活用」 

愛媛県県民環境部危機管理課 

「愛媛県における地理空間情報の防災分野への活用事例」 

愛媛大学山岸客員教授 

  「国土地理院の基盤地図情報を使った防災 GIS」 

国土地理院四国地方測量部 

  「ハザードマップ等の整備・提供に関するアンケート結果について」 

国土地理院地理空間情報部情報普及課  「地理院地図について」 

 

●平成２６年 測量士・測量士補試験の実施について 
 

平成２６年の測量士・測量士補試験の実施概要について、以下のとおりお知らせします。 

◆試験日時： 測 量 士 平成２６年５月２５日（日） 午前１０時から午後４時まで（午後０時３０分から午後１時３０分まで休憩） 

測量士補  平成２６年５月２５日（日） 午後１時３０分から午後４時３０分まで 

◆試 験 地： 北海道、宮城県、秋田県、東京都、新潟県、富山県、愛知県、大阪府、島根県、広島県、香川県、 

福岡県、鹿児島県、沖縄県 

 ◆願書受付期間： 平成２６年１月７日（火）～２月７日（金）（必着) 切手の場合は２月７日（金）までの消印有効 

 ◆願書受付場所： 国土地理院総務部総務課 〒305-0811 茨城県つくば市北郷 1 番 

 ◆願書及び受験案内の交付： 平成２６年１月７日（火）から交付 

国土地理院本院、各地方測量部及び沖縄支所、各都道府県土木関係部局、日本測量協会本部及び各支部 

 ◆合格発表：平成２６年７月１５日（火） 

    国土地理院本院、各地方測量部及び沖縄支所、国土地理院 HP 及び全受験者あてに試験の結果（合否）を通知 

詳細は、国土地理院のＨＰをご覧ください。 http://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN-h25-sikenannai.html 

【協議会の様子】（徳島）

【協議会の様子】（愛媛）
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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２６年１月 睦月
ム ツ キ

 誕生花/福寿草 誕生石/ガーネット 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 
 
元日 

2 3 4 

5 6 

仕事始め 
7 8 9 10 11 

12 13 
成人の日 
日本測量協会 
創立記念日 

14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

平成２６年２月 如月
キサラギ

 誕生花/水仙 誕生石/アメジスト 

日 月 火 水 木 金 土 

▼メールアドレスの再調査にご協力を！-----よろしくお願いします。 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

建国記念の日

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

▼今後の講習会予定 平成２６年答案練習セミナー（Web 講習） サン・イレブン高松 

・測量士 26 年 4 月 12 日(土)～15 日(火) ・測量士補 26 年 3 月 11 日(火)～14 日（金) 

 

入荷しました！ 国家試験受験対策用参考書  ※３冊までの送料は 600 円です。 

①受験テキスト Vol.14(26 年版)   会員価格 3,150 円 定価 3,500 円 送料 550 円 

②科目別模範解答集（Ｈ２０年～２４年の５年分収録） 会員価格 2,340 円 定価 2,600 円 送料 550 円 

③平成 25 年問題模範解説集      会員価格 2,070 円 定価 2,300 円 送料 390 円 

◆メール又はＦＡＸでお申し込みください。 ◆4 月から金額が変更される予定です。 

 

●●「「測測量量士士・・測測量量士士補補  通通信信添添削削講講座座」」のの受受講講ををおお勧勧めめししまますす！！  

全国平均合格率は測量士約８％測量士補約２０％ですが、 

本講座修了者の合格率は２～３倍の高い合格率です！ 

◆受講料・講習期間  ※講座開始後のお申し込みも可能です！ 

●測量士コース   税込 56,000 円（教材費を含む） 12 月中旬～5 月中旬    

●測量士補コース 税込 50,000 円（教材費を含む）       〃      

  詳しくは、当協会ＨＰで！ ⇒ http://www.jsurvey.jp/3-2.htm 

この講座は教育訓練給付金対象です。個人で受講料を負担し、講座を終了すると、 

国から２割に相当する額の補助が受けられます。詳しくは ⇒ http://www.jsurvey.jp/kyufu.htm 
 

 

通信添削講座の 
お問合せ先 

測量継続教育センター 
03-5684-3355 

年始休業 （～1/3） 
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