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四国地方整備局への要望を行いました
平成２６年１０月８日、福田昌史 四国支部長は、四国地方整備局に対し次の要望を行いましたのでお知
らせします。

四 国 地 方 整 備 局 へ の 要 望
平成２６年１０月
公益社団法人日本測量協会
四国支部 支部長 福田昌史

要望要旨
平成２６年６月、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正が施行され、現在および将
来のインフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を審査・評価するとされたと認識し
ているところ。
ついては、日本測量協会として、四国地方整備局発注の測量業務について、次の事項を取り入れ
られるよう要望するものです。
要望事項
１．社会インフラの整備における民間資格の活用
①技術者評価について、測量系 CPD 制度の活用
②技術者評価及び品質確保について、空間情報総括監理技術者及び地理空間情報専門技術者の活用
２．測量成果の品質確保について、第三者機関による検定制度の活用
①測量機器の検定
②測量成果の検定
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主催 公益社団法人日本測量協会四国支部後援
後援 一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会

インターネットによる
Ｗｅｂ講習

測量ＣＰＤ
６ポイント

平成２６年１２月５日(金）9：30～16：30「サン・イレブン高松」２階研修室
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24

TEL 087-823-4550（無料駐車場あり）

測量設計分野の従事者、土地家屋調査士、学校教師を始め「測量及び地図の基礎」について学びたい方を対象
とした「測量・地図の基礎講座」を開催します。
今回は、インターネットによる Web 講習で、測量士・測量士補の国家試験を受験される方にも大変参考にな
る内容となっていますので、この機会に是非受講いただきますようご案内申し上げます。
講 習 内 容
▼角度の表し方（弧度法） ▼三角関数（三角比/三角関数の使い方） ▼座標（位置の表し方/座標変換/測量
で用いる座標系/方向角と方位角） ▼行列の基礎（行列とは/行列の演算/逆行列/行列の使い方） ▼観測と誤
差（観測に伴う誤差/誤差の分類） ▼観測の精度（標準偏差とは/分散とは） ▼誤差の伝播（誤差伝播の法則）
▼算術平均とその誤差（観測回数と精度の関係） ▼重み(重量)（重みとは/重量平均/重みと精度の関係）
●講

師

公益社団法人日本測量協会 専任講師

①郵便振替

01630-2-19550

●教

材

講習会テキスト(当日会場配布）

②銀行振込

百十四銀行高松支店(普) 0180666

●定

員

２０名（定員で締め切らせていただきます）

③現金書留（申込書を同封可）

●申込締切日

１１月２８日(金)
●お申し込み､お問い合せ先

●受 講 料
①当協会の正会員・特別会員の社員

10,000 円

(公社)日本測量協会四国支部 TEL 087-821-2450

②同時入会・一 般

17,000 円

〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館2F）

●お申込み方法

●そ の 他

下記申込書を FAX またはメールし、右の ①～③

・締切日において申込者数が少数の場合は中止することがあります。

のいずれかの方法でお振り込みください。

・納入された受講料は、中止の場合以外には、原則返金できません。

四国支部平成２６年度【測量・地図の基礎講座】 測量数学・誤差学の基礎 受講申込書
●参加者名

（ﾌﾘｶﾞﾅ

）

●測量ＣＰＤ登録番号

●会員区分・測量ＣＰＤ代行希望(正会員のみ)の有無
※該当項目に☑してください
□正会員 10,000 円→正会員番号（
）→ CPD 登録代行希望 □有□無
□特別会員の社員 10,000 円
□同時入会 17,000 円→→→→→→→→→→→→→ CPD 登録代行希望 □有□無
□一
般
17,000 円
●払込予定日
月
日
●払込方法
□郵便振替 □銀行振込 □現金書留
***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） ●メールアドレス
●会社名
●連絡先（□勤務先□自宅） ●TEL（
）
－
●FAX（
）
－
〒
県

送り先

⇒

FAX：087-822-8459

又は

E-mail：shikoku@jsurvey.jp

公益社団法人日本測量協会四国支部

※正会員でポイント登録を行う方は、当協会が登録を代行いたしますので印鑑をお持ち下さい。
※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。
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「くらしと技術の建設フェア四国２０１４」
【平成 26 年 10 日～11 日（サンポート高松） 主催：四国建設広報協議会】

ブースコンテスト注目技術賞

「優秀賞」

受賞

（株）五星（日本測量協会

特別会員）

出展内容 「パラモーターによる３Ｄ写真測量及び
一眼レフカメラによる３Ｄモデル作成」

四国建設広報協議会主催の「くらしと技術の建設フェア四国 2014」に日本測量協会四国支部の推薦により
出展することができました。
今回の建設フェアでは２日間で６，８００人（事務局公表人数）の来場者があり、各社自慢の最新テクノロジ
ーによる建設技術・防災技術の展示・実演が行われ、その他一般の方に建設産業の魅力を伝えるイベントが
多数実施されました。そんな中我社ブースでは、パラモーターやＵＡＶによる上空からデジタルカメラ撮影しそ
の画像から３D 画像を瞬時に作成しました。さらにその３D 画像から距離計測、体積計測など計測できるシス
テムを実演しました。その内容について簡単にご紹介します。
■パラモーターによる３D 写真測量と３D 画像作成
パラモーターは非常に安全性に優れた飛
行物です。航空法の規制が少ないため土
木設計等の対象となる場所については、
問題なく飛行及び撮影が可能です。ま
た、パイロットは飛行歴２０年以上、協会
認定委員でかつ、経験豊富なプロのカメ
ラマンが撮影します。平成２５年度は香川
県が管理する２３港湾（高松港含む）をパ
ラモーターにより撮影しました。
また３D 画像作成の技術進歩は目覚ましく、デジタルカメラ（一眼レフカメラ）で自由に撮影した画像を瞬時
に合成し３D 画像を作成します。この画像から、土木設計に必要な平面図作成や縦横断図を作成します。さら
に、この画像から土量の計測等を行い、斜面崩壊の危険性のある崩壊体積を予測し被害想定区域の精度向
上等に利用します。
パラモーターによるフェア期間中のデモ画像

約４３．７m

※パラモーターで当日写真撮影後、３D クラウドデータからの計測と３Ｄ画像作成
■UAV 飛行実演
フェアではメインのパラモーターに加
え、UAV の実演飛行も行いました。
UAV にはコンパクトカメラを搭載し、直
下画像を撮影しました。また、その撮
影画像から、３Ｄオルソや３Ｄモデルを
作成しました。
実演等で大盛況となり、注目技術賞で優秀賞を頂くことができました。ありがとうございました。
[ ㈱五星 横田耕一 ]
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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」を香川地域及び徳島地域で開催－
国土地理院四国地方測量部が事務局となって、「平成２６年度地理空間情報の活用に関する地域連携協
議会」を香川地域及び徳島地域で開催しました。
この協議会は、各地域において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、それぞれで取り組んでいる事例の報告や地理空
間情報利用ツール等について紹介がありました。意見交換会では、報告に対する要望や提案、より一層の
地理空間情報の利活用に向けた意見が出され、今後とも継続的に開催していくことが確認されました。
○香川地域連携協議会
9 月 2 日（火） 高松市生涯学習センター「まなび CAN」（高松市） 出席者 32 名
【報告内容】
一般社団法人香川県測量設計業協会
「GIS を利用した自治体における苦情・要望管
理システムの紹介」
香川県危機管理総局危機管理課
「かがわ防災 GIS によるハザードマップの
提供開始」
香川大学野々村准教授
「香川県の地理空間情報を活用する仕組み作
りの提案」
国土地理院四国地方測量部
「地理空間情報の利活用に関するアンケート
結果について」
「国土地理院保有の地理空間情報及び地理院地図と利 【協議会の様子】（香川地域）
用ツールの紹介」
○徳島地域連携協議会
10 月 2 日（木） 徳島県市町村職員共済組合ホテル千秋閣（徳島市） 出席者 36 名
【報告内容】
一般社団法人徳島県測量設計業協会
「地理空間情報の有効活用とデータ管理」
美波町消防防災課
「地理院地図を利用した WEB マップシステムの
活用」
徳島大学塚本准教授
「地理空間情報を用いた 3D 都市模型とプロジェ
クションマッピングの試み」
国土地理院四国地方測量部
「地理空間情報の利活用に関するアンケート結
果について」
「国土地理院保有の地理空間情報及び地理院
地図と利用ツールの紹介」
【協議会の様子】（徳島地域）
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新刊図書

※お申し込みは、四国支部へ
TEL 087-821-2450 FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp

※すべて税込表示
平成２６年７月２６日刊行

■-公共測量－作業規程の準則
(平成２３年３月３１日改正版)

解説と運用 平成 25 年改正 追補版
Ａ４判 １７頁
定価３６０円 会員価格３２０円 送料１８０円
平成 24 年 10 月に刊行された｢－公共測量－作業規程の準則(平成 23
年 3 月 31 日改正版)解説と運用｣の追補版である。作業規程の準則は、
平成 25 年 3 月に一部が改正され、その改正された内容について解説。

既刊図書 併せてどうぞ！
■－公共測量－作業規程の準則
平成２４年１０月２９日刊行 Ａ４判

(平成２３年３月３１日改正版)

５５２頁

解説と運用

定価６，１７２円 会員価格５，５５０円 送料５６０円

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 3,240 円

定価 3,600 円

送料 560 円

②科目別模範解答集（Ｈ21 年～25 年の 5 年分収録）

会員価格 2,400 円

定価 2,675 円

送料 560 円

③平成 26 年問題模範解説集

会員価格 2,120 円

定価 2,366 円

送料 400 円
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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
シモツキ

平成２６年１１月 霜月
日

月

火

誕生花/さざんか 誕生石/トパーズ
水

木

金

土

1
2

3
文化の日
10

9

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

G 空間 EXPO（日本科学未来館）

16

17

18

19

20

21

22

23
勤労感謝の日

24
振替休日

25

26

27
支部長懇談会

28
29
測量数学誤差学基
礎講座申込期限

30

31
シ ワ ス

平成２６年１２月 師走
日

月

誕生花/クリスマスローズ 誕生石/タークアス

火

水

1

2

3
監査法人監査
（12/3～4）

7

8

9

14

15

21

22

28

29

木

金

土

6

10

4
5
測量数学誤差
学基礎講座
（サンイレブン高松）
11
12

16

17

18

19

20

23
天皇誕生日
30

24

25

26

27

13

31

年末休業（～1/3）

●「測量士・測量士補

通信添削講座」の受講をお勧めします！

新しい出題傾向にもとづいた模擬問題と受験テキストをもとに、元
試験委員の経験をもつ講師陣等による添削、アドバイスを通じて、確
実な実力アップを目ざします。
平成２６年国家試験の平均合格率は測量士１２.１％ 測量士補３
９.７％ですが、本講座修了者は測量士３８％、測量士補６７％となっ
ており、合格者からも高く評価されています。
◆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 58,000 円（教材費を含む） 12 月～5 月中旬

●測量士補コース 税込 51,000 円（教材費を含む）

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

約 180 日

〃

〃

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
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