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新年 ごあいさつ

公益社団法人日本測量協会
四国支部長

高 木 方 隆

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も、良き新年を
お迎えになったことと存じます。
昨年は元号が令和となり、新しい時代が始まりました。今年は東京オリンピック・パラリンピックで盛り上
がることでしょう。メダルの獲得に関する報道が多くなると思いますが、結果はどうあれ競技に至る過程の
ドラマを主体に報道して欲しいと思います。成果主義が大きくなっている現代において、オリンピックはそ
れに拍車をかけそうです。スポーツは今後どうあるべきか？開催国の日本から世界に向けて新しい概念
が発信されることを願っています。
私が大きく関わっている測量コンテストは、スポーツではありませんが、これも競技の一つです。この競
技を通して参加者の成長の手助けになれば、との願いから始めました。参加機関は多くありませんが、高
校・高専・専門学校・大学の熱心な先生方のご協力によって成り立っています。特に自作機器部門は、
様々な工夫が施されていて、非常に楽しめる部門です。なかなか狙い通りの成果が得られていないようで
すが、それも観ていて微笑ましいものです。成果が得られないからこそ問題がどこにあったのか、考え直
す機会が得られますので、参加者の成長は、成果と無関係です。
測量手法は、今や宇宙技術が組み込まれている時代です。測量の計算原理は、数学が大部分を占め
ていますが、物理と地学も大きく関わっています。測量を通して、基礎分野への興味も抱いて欲しいと思い
ます。本年も四国支部では、様々な講習会やセミナーを開催しますのでご参加ください。そして測量コンテ
ストへの参加もご検討ください。測量業界の若手を育てる場に利用していただくと幸いです。本年もよろし
くお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
国土地理院四国地方測量部長 甲斐 納

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おかれましては、健やかに新しい年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。

令和最初の流行語大賞はラグビーW 杯日本代表のチームスローガン「ONE TEAM」でした。ラグビ
ーは、身長や体重の体型、走力や腕力といった能力、個々人の性格、すなわち「個性」に合わせたポ
ジションがありますが、試合が始まれば全員がタックルもすればトライもします。全員が自分の役割、
能力をしっかりと理解して同じゴールを目指し、同じゴールを守るスポーツです。それぞれの能力を最
大限に発揮してチームに貢献する、それを表す言葉が「ONE TEAM」だったと考えています。
令和元年は台風 19 号のような大きな災害が東日本を中心に多数発生しました。災害対応にあたっ
て、国、県、市町村、警察、消防、自衛隊、医療チーム、関連する業界、地域住民、ボランティア等が
連携して「ONE TEAM」となり、人命救助や復旧にあたる姿を報道で何度も目にしました。災害対策本
部で全体を見渡せる人が指揮を執り、関係者が連携をとるために必要なものは位置情報であり、地
理空間情報です。国土地理院では平成 30 年７月豪雨の際から浸水推定図を作成し関係機関へ提供
しました。この地図は、空中写真や報道、ＳＮＳ等で得られた情報を基に浸水範囲をポリゴンとして取
得し、基盤地図情報の DEM データとの関係から浸水深、湛水量を推定した地図です。救助にあたる
方からは「徒歩・自動車・舟などの移動手段の選択が瞬時にできる」、復旧を担当される方からは「ポ
ンプ車の配備計画に役立つ」、避難所で住民のケアにあたる方からは「移動経路が明確になる」等、
災害対応にあたる関係者から大きな反響がありました。防災・減災の分野でも地理空間情報の重要
性がますます高まってきています。
本年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。測量分野においては、道路や建物等の

整備を支えるとともに、多言語の観光地図やナビゲーション等で「おもてなし」に貢献しています。会
員の皆様は、所属する組織の立場、規模、専門性等、ポジションは違うと思いますが、私たち測量人
はそれぞれの得意分野を活かしつつ、立場を超えて「ONE TEAM」となり、豊かな日本社会の実現と
いう同じゴールを目指そうではありませんか。四国地方測量部では関係各位や会員の皆様とも「ONE
TEAM」となり、「測量・地図学習会」等の測量の日関連行事をはじめ、測量の重要性を広く国民に PR
し、測量技術者の地位向上、将来の測量技術者の獲得を目指して活動を進めてまいりますので、ご
協力をお願いいたします。
国土地理院では本年も、世の中のニーズや動向を踏まえ、新技術も活用しながら測量業界の発展
に貢献したいと考えています。貴協会四国支部並びに同会員の皆様には、引き続きご支援とご協力

をお願いするとともに、新しい年が皆様にとって益々発展の年となりますよう、また、皆様のご健勝を
祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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【令和２年国家試験受験対策】

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、複数会場で受講します。

●時間割

正会員には当支部が
ＣＰＤ登録代行します！

主催 : 公益社団法人日本測量協会四国支部

※都合により時間割を変更する場合があります
9：30～12：30

●時間割

※都合により時間割を変更する場合があります

13：30～16：30

9：30～12：30

13：30～16：30

1 日目

測量概説・測量法規等

水準測量

1 日目

測量概説・測量法規等

水準測量

2 日目

多角測量

多角測量・応用測量

2 日目

多角測量

応用測量

3 日目

応用測量

地形測量

3 日目

地形測量

写真測量

4 日目

写真測量

写真測量・地図編集

4 日目

地図編集

5 日目

地図編集

●講習会の流れ
●会

希望のコースを申し込みます。

場

〒760-0067 高松市松福町 2-15-24

↓

TEL087-823-4550

①受付後、購入申込みのあった教材を送付
↓
↓
↓

●定

します。

員

●申込期限

②「模擬問題集」と「受講票」を送付します。

●申込先

（２月下旬～）

↓

当日配布します。

FAX 087-822-8459

メールアドレス shikoku@jsurvey.jp
●申込方法
申込書（次ページ）を FAX またはメールし、受講料は下記

自 宅 学 習 セミナーで指導を受けた重要ポイントを自宅

①～③いずれかの方法でご送金下さい。

学習します。
●受講料 ◆測量士 ・正会員・特別会員の社員
(税込)

〒760-0067 高松市松福町 2-15-24

TEL 087-821-2450

WEB 講習 専門講師が「模擬問題」の解説と重要点の講
義を行います。また、「模擬問題」の解説書も

定員になり次第

公益社団法人 日本測量協会 四国支部

理解できない箇所をピックアップします。

↓

各コース２０名

香川県土木建設会館２階

自 宅 学 習 自宅で教材の学習と模擬問題の解答を行い、
↓

サン・イレブン高松

・一般・同時入会
◆測量士補 ・正会員・特別会員の社員
・一般・同時入会

32,000 円

①郵便振替口座 01630－2－19550

39,000 円

②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666

25,000 円

③現金書留（申込書同封可）
口座名義 ｼｬ)ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ

32,000 円

※受講料は、開催が中止になった場合を除き、返金できま

●使用教材 （測量士・測量士補 共通/税込）
➊答案練習セミナー用模擬問題(受講料に含まれています)
➋受験テキスト（Ｖol.20）

会員 3,200 円 一般 3,565 円

➌令和元年国家試験問題模範解説集

会員 2,160 円 一般 2,410 円

➍科目別模範解答集(平成 26～30 年) 会員 2,450 円 一般 2,724 円
➋～➍をお持ちでない方は、受講料振込の際に一緒にお支払いください。
なお、通信添削講座で使用しているものと同じものです。
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せんのでご了承ください。
●国家試験
・受験願書交付・受付期間
令和２年１月６日（月）～１月２７日（月）
・試験日

令和２年５月１７日(日)

・合格発表 令和２年７月７日(火)

【令和２年 国家試験対策講習会】受講申込書
（公社）日本測量協会四国支部
▼該当する□に✔をし、必要事項をご記入ください。

測量士・測量士補 答案練習セミナー《Web 講習》
四国地区会場：サン・イレブン高松

講習会名

〒760-0067 高松市松福町 2-15-24

コース
※希望する方に✔

講座番号
コース
(５日間)《２７ポイント》
□測量士

121

コース 講座番号
(４日間)《２１ポイント》

□測量士補

令和２年３月１１日(水)～１５日(日)
会員区分
受講料(税込)
※該当箇所に✔

□正会員(会員№
)→32,000 円
□特別会員(会員№
)→32,000 円
□正会員同時入会 →→→→→→39,000 円
□一
般
→→→→→→→→39,000 円

122

令和２年３月２６日(木)～２９日(日)
□正会員(会員№
)→25,000 円
□特別会員(会員№
)→25,000 円
□正会員同時入会 →→→→→→32,000 円
□一
般
→→→→→→→→32,000 円

□➋受験テキスト（Ｖol.20）
会員価格 3,200 円 一般価格 3,565 円 送料 730 円
□➌令和元年国家試験問題模範解説集 会員価格 2,160 円 一般価格 2,410 円 送料 410 円
□➍科目別模範解答集(平成 26～30 年) 会員価格 2,450 円 一般価格 2,724 円 送料 730 円

教材購入
(税込金額)
※購入するものに✔

▼四国内宛てに 2 冊以上まとめてお送りする場合、送料が 600 円になります。
それ以外の場合は送料が変わりますので、必ずお問い合わせ願います。
受講番号
(記入不要)

参加者
氏 名
測量ＣＰＤ
登録番号
受講料等
振込予定日等

TEL087-823-4550

（フリガナ

）

生年
月日

西暦

年

月

日
歳）

（

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。
→ 測量ＣＰＤ登録番号（
）
▼受講料(
▼振込予定日(

★連

絡 先 ⇒

)円＋ﾃｷｽﾄ代(
)円＋送料(
)円＝合計(
)円
)月(
)日 ▼振込方法 □郵便振替 □銀行振込 □現金書留

□勤務先

□自 宅

【事前質問等記入欄】
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

電

所

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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●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、愛媛及び高知地域で開催－
国土地理院四国地方測量部が事務局となって、「令和元年度地理空間情報の活用に関する地域連
携協議会」を徳島地域、愛媛地域及び高知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す。今年度は「防災・減災」をテーマに、産
学官から以下の題目による取組の紹介及び意見交換を行いました。
○徳島地域連携協議会
10 月 30 日（水） 徳島県建設センター（徳島市） 出席者 39 名
【報告内容】
徳島県
「徳島県における衛星情報・地理情報の活用に
ついて」
一般社団法人徳島県測量設計業協会
「水防災・減災における地理空間情報の利活用」
鳴門教育大学 立岡裕士教授
「教育学部（鳴門教育大学）における防災教育の
状況」
徳島大学 塚本章宏准教授
「基盤地図情報を活用した津波避難到達可能性
の検証」
国土地理院四国地方測量部
「災害時に国土地理院が提供する地理空間情報」
「防災・減災への取組に関するアンケート結果」
○愛媛地域連携協議会
11 月 20 日（水） テクノプラザ愛媛（松山市） 出席者 44 名
【報告内容】
国土交通省四国地方整備局
「災害対応時における地理空間情報等の活用に
ついて」
一般社団法人愛媛県測量設計業協会
「防災ツールとしての IoT 開発（被災状況報告ア
プリ）」
愛媛大学 淡野寧彦准教授
「農家の暗黙知をベースとした、地理空間情報
の入手・整理・分析・活用による『農業版ハザー
ドマップ』の作成 －平成 30 年 7 月豪雨に直面
した愛媛県松山市興居島での調査から－」
国土地理院四国地方測量部
「災害時に国土地理院が提供する地理空間情報」
「防災・減災への取組に関するアンケート結果」
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【協議会の様子】（徳島地域）

【協議会の様子】（愛媛地域）

○高知地域連携協議会
12 月 19 日（木） 高知城ホール（高知市） 出席者 44 名
【報告内容】
国土交通省四国地方整備局
「災害対応時における地理空間情報等の活用
について」
一般社団法人高知県測量設計業協会
「防災・減災対策における地理空間情報の活用
事例」
高知工科大学 高木方隆教授
「防災における里山の役割」
高知大学 松岡真如准教授
「自然災害へのリモートセンシングの活用にお
ける一考察」
国土地理院四国地方測量部
「災害時に国土地理院が提供する地理空間情報」
「防災・減災への取組に関するアンケート結果」

【協議会の様子】（高知地域）

●測量士・測量士補試験の実施について
令和２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：令和２年５月１７日（日）
測量士試験 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）
測量士補試験 午後１時３０分から午後４時３０分まで
◆受験地：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：令和２年１月６日（月）～１月２７日（月）
郵送の場合は１月２７日（月）までの日付の消印があるものに限り受け付けます。
（ただし、後納郵便、別納郵便の場合は１月２７日（月）までに必着です。）
◆願書受付場所：〒305-0811 茨城県つくば市北郷 1 番
国土地理院総務部総務課試験登録係
◆願書及び受験案内の交付：令和２年１月６日（月）から交付
・国土地理院及び各地方測量部、沖縄支所
・各都道府県の土木関係部局の主務課
うち四国各県の主務課 徳島県県土整備部用地対策課
香川県土木部土木監理課
愛媛県土木部土木管理課
高知県土木部用地対策課
・（公社）日本測量協会及び各支部
◆合格発表：令和２年７月７日（火）
・国土地理院、国土地理院各地方測量部及び国土地理院沖縄支所において合格者の
受験番号及び氏名を公告するほか、全受験者あてに試験の結果（合否）を通知
・国土地理院のホームページ上に合格者の受験番号、標準的な解答を掲載
◆問い合わせ先：〒305-0811 茨城県つくば市北郷 1 番
国土地理院総務部総務課試験登録係
TEL 029-864-8214、8248
（問い合わせ時間：平日 8 時 30 分から 12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 15 分）
詳細につきましては、国土地理院のホームページ
https://www.gsi.go.jp/LAW/R2shiken.html をご覧ください。
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●当支部では、令和２年測量士・測量士補試験受験願書を交付します
●交付期間：令和２年１月６日（月)から１月２７日(月)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＜普通サイズの封筒＞の中に、左
表の切手を貼った返信用封筒（宛先にあなたの住所・氏名を明記
した、A4 サイズが折らずに入る＜「角形２号」以上の大きさの封
筒＞）を入れ、当支部までお送りください。この返信用封筒は折り
たたんでもかまいません。到着次第、受験願書をお送りします。
左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。

＜返信用切手表＞
願書の部数 返信用切手代
1部
140 円
2部
210 円
3～4 部
250 円
5～8 部
390 円
9～17 部
580 円

＊すべて税込価格を表示しております。
＊お申し込みは、お電話・FAX・メールで四国支部まで！

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

■ 受験テキスト Vol.20
■ 令和元年問題模範解説集

会員価格 3,200 円 定価 3,565 円 送料 730 円
会員価格 2,160 円 定価 2,410 円 送料 410 円

■ 科目別模範解答集（Ｈ26 年～30 年の 5 年分収録）

会員価格 2,450 円 定価 2,724 円 送料 730 円

＊2 冊以上まとめて送る場合、四国内宛ての送料は 600 円（4 月から 800 円）です。
四国以外へ送る場合は、お問い合わせください。
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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
むつき

令和２年１月 睦月
日

5

月

火

水

6
7
仕事初め
国家試験願書交
付開始（～1/27）
13
14
成人の日
日本測量協会創
立記念日
20
21

12

19
26

27
願書受付期限

誕生花/福寿草 誕生石/ガーネット

28

木

金

土

1
元日
8

2
年始休業
9

3
年始休業
10

4

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

11

きさらぎ

令和２年２月 如月
日

月

誕生花/水仙 誕生石/アメジスト

火

水

木

金

土

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

11
建国記念の日
18

19

20

21

22

23
24
25
26
27
28
天皇誕生日
振替休日
▼今後の講習会予定
●測量士答案練習セミナー≪Web 講習≫ 3/11～15 サン・イレブン高松
●測量士補答案練習セミナー≪Web 講習≫ 3/26～29 サン・イレブン高松
※ホームページにも掲載されていますのでご覧ください。⇒ http://www.jsurvey.jp/3-1-2.htm
▼技術センターからのお知らせ
１月から 3 月の期間は成果検定が大変混みあいます。
納期までの期間を考慮し、余裕を持っての検定提出にご協力をお願い申し上げます。
※成果検定に関するお問い合わせはこちらまで ↓↓↓↓↓↓
TEL：087-821-2498 mail：shikoku@geo.or.jp 担当：三明（みあけ）
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