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「測量の日」記念講演会
測量ＣＰＤ対象
１ポイント

主催：「測量の日」四国地区推進協議会
共催：公益社団法人日本測量協会四国支部

参加無料

演 題 「四国災害アーカイブス」の活用
講 師 一般社団法人四国クリエイト協会企画部 部長代理 庵原 伸二 氏
演 題 国土地理院の防災・減災等の取り組み
講 師 国土交通省国土地理院四国地方測量部 測量課長 阿久津 修 氏
開催日時：令和元年 7 月 4 日（木）16 時 00 分～17 時 0０分
開催場所：サン・イレブン高松 2 階 研修室

（高松市松福町 2-15-24）

定

員：50 名（定員で締切らせていただきます。）

交

通：コトデン志度線 「松島二丁目駅」下車

徒歩 1 分

駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

※お申し込み方法は、ホームページ

の開催案内をご覧ください
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どなたでも
受講可能です

【測量・地図の基礎講座】

■「ハザードマップの基礎」《Web 講習》

２０１９年７月１７日（水）

■「洪水ハザードマップの基礎」《Web 講習》

２０１９年７月１８日（木）

▼会場：サン・イレブン高松

測量 CPD：各コース６ポイント

２階研修室

主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
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

我が国は，その位置，地形，地質，気象などの自然的条件から，台風，豪雨，豪雪，洪水，土砂災
害，地震，津波，火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっています。
ハザードマップは、平時に住民が見て、災害リスクを認識し、どのように避難をするのかについて
考え、いざという時に的確な避難行動をとることができるようにするためのものです。このため、適
切な避難情報のもと、安全な避難場所へ避難してもらうための必要な情報を記載する必要があります。
今回の内容は、ハザードマップの基礎、洪水ハザードマップの基礎です。わかり易い洪水ハザード
マップの作成や地名から見える水害危険区域など、演習を交えながら解説します。
ぜひ、この機会に受講してみてはいかがでしょう。それぞれのコース単独でも受講可能です。

正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。

「ハザードマップの基礎」

２０１９年７月１７日（水）

●ハザードとは
●ハザード王国日本
●ハザードマップとは
●ハザードマップで対象とする災害
●ハザードマップの要件
・図示内容 ・表現方法

●ハザードマップの作り方と表現の実際
・水害ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ
・地震災害ハザードマップ
●ハザードマップの利用

「洪水ハザードマップの基礎」
●基礎的な土地条件と自然災害
・自然災害の発生と人間
・自然災害の種類、特に水害
・土地の基礎的な条件と水害の発生
●土地の性質から水害危険区域を見抜く
・地図による基礎情報の読取り方
・地図による水害危険地域の読み取り方
■日

２０１９年７月１８日（木）
●洪水ハザードマップの実習
・洪水ハザードマップの作り方
・洪水ハザードマップの使い方
●防災意識、行動、住み方

程

■講 師 （公社）日本測量協会認定講師
■受講定員 各コース２０名
（定員になり次第締め切ります。）
■教 材 講師作成テキスト（当日配布）
■測量ＣＰＤ 各コース６ポイント
■受講料 （各コース共通、税込）
・正会員・特別会員の社員： 10,000 円
・同時入会・一般
： 17,000 円
■申込期限 ７月１０日（水）
■申込方法 最終ページをご覧ください。

講座番号１０８
「ハザードマップの基礎」
《Web 講習》
２０１９年７月１７日(水) 9：30～16：30
講座番号１０９
「洪水ハザードマップの基礎」
《Web 講習》
２０１９年７月１８日(木) 9：30～16：30
■会

場

サン・イレブン高松 ２階研修室
高松市松福町２－１５－２４
※無料駐車場：台数制限あり
TEL 087-823-4550
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講座番号 １１０
主催
後援

公益社団法人日本測量協会四国支部
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

正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
四国支部では、測量作業機関が公共測量を実施するにあたり、測量作業規程の内容を十分
に理解し適正に運用すると共に効率的な測量がなされるよう、最新の公共測量「作業規程の準
則」等に基づく公共測量技術講習会を実施しております。
本講習会は、最新の公共測量「作業規程の準則」で細分されている「路線測量」及び「用
地測量」の項目に準拠して、各作業工程について解説いたします。
この機会に是非ご受講いただき、実作業にお役立て下さいますようご案内申し上げます。

●開催日時

２０１９年７月１９日(金）

●会

サン・イレブン高松

場

〒760-0067
●講

師

9：30～16：30

２階研修室（無料駐車場：台数制限あり）

高松市松福町 2-15-24

(公社)日本測量協会

TEL 087-823-4550

専任講師

●講習内容 ・応用測量の定義及び使用機器等
(予定)
・路線測量：作業計画～用地幅杭設置測量
・用地測量：作業計画～用地実測図、平面図データファイルの作成
・電子納品及び品質評価・メタデータの作成
●教

材

講師作成テキスト（当日配布）

●受 講 料 ▽日本測量協会の正(個人)会員・特別(法人)会員の社員 １０，０００円
▽同時入会・一
●定

員

２０名

●お申込み方法
●その他

１７，０００円

般

※申込締切

７月１２日(金)

最終ページをご覧ください。

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。
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測量ＣＰＤプログラム ハザードマップ要論：18 ポイント

〈２０１９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

防災調査課程講習会 Ⅱコース Web 講習 高松会場
（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

詳 し い ご 案 内 は ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い
防災調査課程講習会は、最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「防災論」、「各種災害の基礎」、「ハザードマップ要論」及び e ラーニング科目である「地理空
間情報技術」、「測量技術者の倫理と安全管理」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）
として登録・認定が可能となります。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、「防災調査課程講習会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。
1.受講資格及び認定試験受験資格

5.受講定員 高松会場 ２０名

1) 受講資格：どなたでも受講できますが、防災調査

6.教科書

について十分な実務経験を有している事が望

『ハザードマップ－その作成と利用－』 2,770 円(税込)

ましい

日本測量協会発行

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

い。会場にてお渡しします。》

2.日程及び場所

7.受講料及び受験料

２０１９年７月２３日（火）～７月２６日（金）

高松会場（Web 講習会）

・ハザードマップ要論科目

8.申込・その他

高松会場 サン・イレブン高松 2Ｆ 研修室

1）申込み方法：

〒760-0067 香川県高松市松福町 2-15-24
3.主な講義項目（一部抜粋）

関連センサ
ー技術

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

受験料

一般 35,100 円（税込） （ 31,600 + 3,500 ）

認定試験 7 月 26 日（金）10:00～11：30

日数

受講料

会員 28,100 円（税込） （ 24,600 + 3,500 ）

7 月 23 日（火） 9:30 ～7 月 25 日（木）16:30

講義項目
地震・津波
ハザードマ
ップの作成
と演習
土砂災害ハ
ザードマップ
の作成と演
習
洪水ハザー
ドマップの作
成と演習
火山防災ハ
ザードマップ
の作成と演
習

《お持ちでない方は、講習会申込時にご購入下さ

インターネットからお申込み下さい。
お申込み完了後、受講料、受験料及び図書購

講義内容詳細
・地震・津波の特徴
・地震・津波ハザードマップの事例紹介
と特徴
・地震・津波ハザードマップ作成演習
・土砂災害の特徴の作成
・土砂災害ハザードマップの事例紹介と
特徴
・土砂災害ハザードマップ作成演習
・洪水災害の特徴
・洪水ハザードマップの事例紹介と特徴
・洪水ハザードマップの作成演習
・火山災害の特徴
・火山防災ハザードマップの事例紹介と
特徴
・火山防災ハザードマップの作成演習
・航空デジタルカメラ
・航空レーザスキャナ
・地上レーザスキャナ ・ＭＭＳ
・ＵＡＶ計測 ・リモートセンシング
・ＧＩＳ ・ＧＮＳＳ

入費は、下記口座へお振込み（又は現金書留に
て郵送）下さい。なお、振込手数料は、ご負担に
てお願い致します。
三菱ＵＦＪ銀行 春日町支店
普通 No.１０２１３２３
公益社団法人日本測量協会
シャ）ニホンソクリョウキョウカイ
2）申込み期限 ： ２０１９年７月５日（金）
3）問合せ先 (公社)日本測量協会測量技術教育部
〒113-0001 東京都文京区白山 1-33-18
Tel: 03-5684-3355 Fax: 03-5684-3366
E-Mail: kyouiku@jsurvey.j p

4.講 師 公益社団法人 日本測量協会認定講師
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講座番号 １１２
主催
後援

公益社団法人日本測量協会四国支部
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

正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。

四国支部では、測量計画機関・測量作業機関等が公共測量を実施するにあたり、公共測量「作業規程の準則」
の内容を十分に理解し、適正に運用するとともに効率的な測量がなされるよう、各種講習会を実施しております。
本講習会では、最新の「作業規程の準則」及び「ＧＮＳＳ測量による標高の測量マニュアル」等に基づき、「水準
測量及びＧＮＳＳによる水準測量」についての講習を行います。
この機会に是非ご参加頂き、実作業にお役立て下さいますようご案内申し上げます。
●開催日時 ２０１９年８月６日(火） 9：30～16：30
●会

場 サン・イレブン高松 ５階 視聴覚研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550

●講習内容 「水準測量」及び「ＧＮＳＳ測量による標高の測量マニュアル」の解説と運用
(予定)
①水準測量（直接水準）
・水準測量の概要・観測方法、観測値の点検及び再測
・水準点の復旧測量 ・レベルの日常点検の仕方
②ＧＮＳＳ水準測量
・GＮＳＳ水準測量の概要 ・観測方法、観測値の点検及び再測
③共通
・主な測量成果の取りまとめ方 ・点の記等の作成方法
・製品仕様書及び電子納品の概説
●講

師 (公社)日本測量協会 専任講師

●教

材 技術講習会テキスト（当日配布）

●受 講 料 ▽日本測量協会の正(個人)会員・特別(法人)会員の社員
▽同時入会・一 般
●定

員 ３０名

●お申込み方法
●その他

１０，０００円
１７，０００円

※申込締切 ７月３０日(火)
最終ページをご覧ください。

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。
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講座番号 １１３

主催
後援

公益社団法人日本測量協会四国支部
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

正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
四国支部では、測量計画機関・測量作業機関等が公共測量を実施するにあたり、公共測量「作業規程の
準則」の内容を十分に理解し、適正に運用するとともに効率的な測量がなされるよう、各種講習会を実施し
ております。

●開催日時 ２０１９年８月２９日(木) 9：30～16：30
●会

場 サン・イレブン高松 ５階 視聴覚研修室（無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550

●講習内容 ・測量成果とは
(予定)
・図解により例示

・規程条文の解説と留意点
・誤り事例の説明

・「点検測量」の考え方と実施方法 ・標識設置に関する関係様式と留意点
・点の記の作成と解説
●講

師

(公社)日本測量協会 専任講師

●教

材

①技術講習会テキスト（当日配布）
②「公共測量成果検定における指摘事項事例集」をご持参ください。
※お持ちでない方は、受講料に図書代金を添えてお申し込みください。
講習会当日に会場でお渡しいたします。
2019 年 1 月 23 日改訂版

●受 講 料

会員価格 1,440 円 定価 1,600 円（同時入会は会員価格）

▽日本測量協会の正(個人)会員・特別(法人)会員の社員 １０，０００円
▽同時入会・一 般

●定

員

３０名

●お申込み方法
●その他

１７，０００円

※申込締切 ８月２２日(木)

最終ページをご覧ください。

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。
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【共通】受講申込書

※コピーしてご使用ください

（公社）日本測量協会四国支部

講習会名

□「ハザードマップの基礎」《Web 講習》《６ポイント》
２０１９年７月１７日（水）9：30～16：30

講座番号
１０８

□「洪水ハザードマップの基礎」《Web 講習》
《６ポイント》
２０１９年７月１８日（木）9：30～16：30

講座番号
１０９

□ 路線測量・用地測量（WEB 講習）
《６ポイント》
２０１９年７月１９日(金）9：30～16：30

講座番号
１１０

申込む講座
□ 水準測量及びＧＮＳＳによる水準測量《６ポイント》
の□に✔し
２０１９年８月６日（火）9：30～16：30
てください

講座番号
１１２

□ 公共基準点測量成果のまとめ方《６ポイント》
２０１９年８月２９日(木) 9：30～16：30

共

講座番号
１１３

会場：サン・イレブン高松

通

該当する□に✔をし、必要事項をご記入ください。
受講番号
フリガナ
参加者
(記入不要)
氏 名

生年
月日

西暦

年

月

（

日
歳）

測量ＣＰＤ 正会員及び同時入会の方で測量ＣＰＤ登録代行を希望される方は、記入して下さい。
登録番号
→測量ＣＰＤ登録番号（
）
□正(個人)会員（正会員番号
）→→各 10,000 円
□特別(法人)会員（特別会員番号
）→→各 10,000 円→
□正(個人)会員同時入会→→→→→→→→→→→→各 17,000 円→
□一
般
→→→→→→→→→→→→→→→→各 17,000 円→

各講習会共通
会員区分
受講料

□正会員・特別会員価格 1,440 円

１１３の図書購入

ご記入ください

□購入しない

受講料 ＋ 図書代 ＝
円
(ご注意)同時入会で複数講座に申込む場合の受講料＝7,000 円(年会費）＋10,000 円×申込講座数

申込金額

納入予定日 .
★連

□一般価格 1,600 円

下記★連絡先を

絡

月
先

⇒

日

※納金方法 → □郵便振替

□勤務先

□自

□銀行振込

□現金書留

【事前質問等記入欄】

宅

受講に際し、お聞きになりたいことや質問したいことがあ
りましたら、お書き下さい。

〒
住

所

電

話

ＦＡＸ
E-mail
会社名
※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。

「受講申込書」送り先

（公社）日本測量協会四国支部

ＦＡＸ ： ０８７－８２２－８４５９

Ｅ－mail： shikoku@jsurvey.jp
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●「令和元年測量士・測量士補試験」の試験問題の公表等について
「令和元年測量士・測量士補試験」の試験問題及び解答例を国土地理院のホームページにおいて
掲載していますので、お知らせします。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

なお、合格発表は、以下のとおり行います。
合格発表日 令和元年７月９日（火）
※合格発表日に合格者の受験番号及び氏名を国土地理院、各地方測量部等で公告します。
併せて、国土地理院ＨＰでも、合格者の受験番号を合格発表から１ヶ月間公表しております。
また、合格発表後すみやかに受験者全員に合否の結果を郵送します。
※参考 昨年の合格率（全国）
・測量士
８．３％
・測量士補 ３３．６％

●近代測量 150 年を記念して「道の駅」でパネル展を開催中
四国地方測量部管内では、次の「道の駅」で開催します。
道の駅名

住 所 ・ ＨＰ

開催期間

日和佐

徳島県海部郡美波町奥河内字寺前 493-6
http://mitinoeki-hiwasa.com/

2019. 6.11～
2019. 7.17

宍喰温泉

徳島県海部郡海洋町久保字板取 219-6
http://www.kaiyo-kankou.jp/index.php/play2t/mitinoekishishikui

2019. 6.29～
2019. 7.29

ビオスおおがた

高知県幡多郡黒潮町浮鞭 3573-5
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/station/bios-oogatab.html

2019. 8. 1～
2019. 8.31

貞光ゆうゆう館

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀 11-1
http://貞光ゆうゆう館.jp/

2019. 8.19～
2019. 8.30

※ 詳しくは、ＨＰ（https://www.gsi.go.jp/sikoku/sikoku41007.html）をご覧ください。
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新刊図書

*金額は税込金額です *お申し込みは四国支部まで！

■設計業務等標準積算基準書 測量業務等積算資料
平成３１年度 Ａ４判 令和元年５月１５日刊行
定価 ２，８８０円 会員価格 ２，５９０円 送料 ４５０円

設計業務等標準積算基準書は、測量業務積算基準、地質調査積算基準及
び設計業務等積算基準の一部について掲載。測量業務等積算資料は、国土
地理院において外注により実施している各種業務に使用する積算基準および
標準歩掛の一般基準。平成３１年度版。

■いまさら聞けない 地形判読
月刊「測量」別冊
Ａ４判 ９６頁 平成３１年４月１９日刊行
定価 １,６２０円 会員価格 １,４５０円 送料 ４５０円

各地で災害が発生するたびに、地形やその成り立ちを知ることの重要性が
再認識されています。計測技術の進展を熟知した、測量・地質業界の「応用
地形判読士」がまとめた評判の書。

■マップユートビア

地球を測ったひとびと
作画・構成 湯浅裕行
監修 檀原 毅（元静岡大学教授） 土屋 淳（元東京天文台教授）
Ｂ５判 １４１頁 平成３１年１月刊行
定価 ６４８円 会員価格 ５８０円 送料 ４５０円
日本測量協会から刊行する測量・地図を題材とした科学まんがの単
行本です。月刊『測量』で 1991 年 9 月から 1993 年 2 月までに連載さ
れ人気を博したシリーズをまとめたものです。
エラトステネス、コロンブス、メルカトル、ジョン・ハリソンなどの偉人
を劇画調にわかりやすく解説したもので、お子様やお孫さんへのプレ
ゼントとして最適です。

■公共測量成果検定における指摘事項事例集
(－基準点測量･水準測量の成果検定における誤り事例等－)
改訂版（平成 28 年作業規程の準則改正に準拠）
Ａ４判 １３８頁 平成３１年１月刊行
定価 １，６００円 会員価格 １，４４０円 送料 ４５０円
当協会は、昭和３６年から第三者検定機関として、公共測量成果の品質向上
及び品質確保を目的として公共測量成果検定を実施してきました。この本は、
当協会で永年にわたる公共測量成果検定の実績をもとに、基準点測量及び水
準測量の成果検定における指摘事項をまとめた事例集として刊行いたします。
品質の良い測量成果を作成するために、測量に携わるすべての測量計画機
関、測量作業機関の皆様に品質向上･品質確保の一助として必携の一冊。
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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
ふみづき

令和元年７月 文月
日

7

月

誕生花/ハマナス

火

1

2

8

水

3

誕生石/ルビー

木

4

金

土

5

6

11
9
10
ハザードマップ・洪水
国家試験合
ハザードマップの基礎
格発表

12

13

路 線 ・ 用 地
《Web》申込期限

《Web》申込期限

14

15
海の日

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

▼「ぽこぽん劇場」は、しば
らくお休みします。

水準及び GNSS
水準申込期限
は づ き

令和元年８月 葉月
日

月

誕生花/朝顔

火

水

誕生石/サードニクス
木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
山の日
18

12
振替休日
19

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

30

31

成果のまとめ方
申込期限

25

26

27

28

29

●講習会お申込み方法【共通】
７ページの「【共通】受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①
～③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550 ②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666 ③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。
●口座名義・お申込み・お問合せ先 TEL 087-821-2450 FAX 087-822-8459
（公社）日本測量協会四国支部 シャ）ニホンソクリョウキョウカイ シコクシブ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）E-mail shikoku@jsurvey.jp
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