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■四国支部 役員改選のお知らせ 
 

７月８日第４５回 四国支部業務報告会において役員改選が行わ

れ、齋藤恒範様、小野尚久様がご退任、新たに古山忠則様、武智秀樹

様が就任されました。 

齋藤恒範様は平成２２年６月から幹事、幹事長、副支部長として、小

野尚久様は平成２０年６月から幹事として、四国支部が取り組む事務・

業務について、地方行政機関や各県測協などとの連携にご尽力頂き

ました。 

なお、令和２年度役員は、右表のとおり選任されました。 

 

■第４５回 四国支部業務報告会 
 

当支部では７月８日に業務報告会を開催しました。 

報告概要は以下のとおりです。 

なお、これは６月２５日に開催された本部の第70回定時総会で承認された内容に従った報告となっております。 

 

１．令和元年度事業報告 

 (1)会員業務 

①会員状況（令和２年３月３１日現在） 正会員 ４７０名 特別会員 １１２社 ②四国支部「事務局だより」発行６回 

令和２年度四国支部役員 

役    職 氏    名 

支 部 長 高 木 方 隆 

副支部長 細 谷 幸 弘 

副支部長 大 野 二 郎 

幹 事 長 西 川 和 正 

幹    事 水 上 博 史 

幹    事 古 山 忠 則 

幹    事 鈴 木   智 

幹    事 武 智 秀 樹 

幹    事 公 文 高 志 

四 国 支 部 
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（2）講習会業務                                            ※印は本部主催講習会 

 

 

 (3) 講演会等 

名  称 開催日 場  所 内 容 等 参加数 

測量・地図学習会 

6月4日 
6月12日 
6月20日 
中止 
7月12日 
9月12日 
9月20日 
10月1日 

八幡浜工業高校 
多度津高校 
須崎総合高校 
つるぎ高校 
相生小学校 
多喜浜小学校 
十津小学校 
西庄小学校 

主催：「測量の日」四国地区推進協議会 

児童・生徒を対象に、測量・地図に関する講義

及び測量実習等を実施。 

支部は、協議会の事務局担当。 

実習講師には、測量ＣＰＤ付与。 

高校 
3校 
64名 
 
小学校 
4校 
99名 

「測量の日」 

記念講演会 
7月4日 サン・イレブン高松 

演題：「四国災害アーカイブス」の活用 
講師：（一社）四国クリエイト協会 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：国土地理院四国地方測量部 阿久津修氏 

26名 

第十四回測量コンテスト

in高知工科大学 
9月8日 高知工科大学 

主催：高知工科大学 
後援及び審査員（技術センター長）派遣   

54名 

四国ＧＩＳシンポジウム 2月29日 高知工科大学 主催：ＧＩＳ学会四国支部  （後援） 34名 

 

 

№ 講習会名（測量CPDﾎﾟｲﾝﾄ数） 開催日 参加人員 開催地 

1 ＧＮＳＳによる基準点測量 （6） 4月25日 51名 高松市 

2 ※用地測量調査課程Ⅰコース 《Web講習》 （24） 5月13日 ～17日 中止 高松市 

3 実務者向けセミナー（ﾋﾞﾃﾞｵ講習会）（6） 5月28日 51名 徳島市 

4 ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量 （6） 6月6日 50名 高松市 

5 ※測量・地理空間情報イノベーション大会（Ｗｅｂ中継） （11） 6月12日 ～13日 54名 高松市 

6 ※防災調査課程Ⅰコース 《Web講習》 （24） 6月17日～21日 中止 高松市 

7 ＴＳによる３・４級基準点測量 （6） 6月28日 38名 高松市 

8 ハザードマップの基礎 《Web講習》 （6） 7月17日 5名 高松市 

9 洪水ハザードマップの基礎 《Web講習》 （6） 7月18日 6名 高松市 

10 路線測量・用地測量 （Web講習）（6） 7月19日 18名 高松市 

11 ※防災調査課程Ⅱコース 《Web講習》 （18） 7月23日～26日 中止 高松市 

12 水準測量及びＧＮＳＳによる水準測量 （6） 8月6日 22名 高松市 

13 公共基準点測量成果のまとめ方 （6） 8月29日 17名 高松市 

14 ※用地測量調査課程Ⅱコース 《Web講習》 （24） 9月9日～13日 2名 高松市 

15 ＴＳによる測量観測技術及びＧＮＳＳ測量の基礎 （6） 9月26日 11名 高松市 

16 UAVを用いた空中写真測量 （6） 10月10日 40名 高松市 

17 ※基準点測量Ｂ課程基準点測量コース（実習なし） （36） 11月6日～12日 5名 高松市 

18 QGISによるGISの基礎 （6） 11月21日 17名 徳島市 

19 測量数学・誤差学の基礎 《Web講習》 （6） 12月6日 14名 高松市 

20 測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー （6） 12月19日 32名 高松市 

21 測量士 答案練習セミナー 《Web講習》 （27） 3月11日～15日 6名 高松市 

22 測量士補 答案練習セミナー《Web講習》 （21） 3月26日～29日 7名 高松市 

合   計 446名 
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(4)会議・行事 

名    称 開催日 場 所 出 席 者 

「測量の日」四国地区推進協議会推進委員会 5月21日 高松市 事務局長 

公共測量品質管理優秀賞表彰式 6月25日 高松市 
事務局長 
技術センター長他 

地理空間情報の活用に関する香川地域連携協議会 9月6日 高松市 
事務局長 
技術センター長 

支部技術センター長会議 10月10日 つくば市 技術センター長 
支部事務局長会議 10月24日～25日 文京区 事務局長 

地理空間情報の活用に関する徳島地域連携協議会 10月30日 徳島市 
事務局長 
技術センター長 

地理空間情報の活用に関する愛媛地域連携協議会 11月20日 松山市 
事務局長 
技術センター長 

支部長懇談会 11月29日 江東区 支部長他1名 

公共測量講習会 12月12日 高松市 
事務局長 
技術センター長 

地理空間情報の活用に関する高知地域連携協議会 12月19日 高知市 （欠席） 

業務検討会 １月14日 文京区 事務局 課長補佐 

事務担当者会議 1月15日 文京区 事務局 課長補佐 

支部事務局長会議 2月13日 ～14日 文京区 事務局長 

支部技術センター長会議 3月5日 つくば市 技術センター長 

 

（5）役員会・業務報告会 

名  称 開催日 場  所 出席者数 内    容 

第1回役員会 4月16日 松山市 11名 
①平成30年度事業・収支報告 
②2019年度事業計画・予算（案） 

第44回 
業務報告会 

7月4日 高松市 12名 
①平成30年度事業・収支報告 
②令和元年度事業計画・予算 

第2回役員会 10月31日 徳島市 11名 
①令和元年度中間事業・収支報告 
②その他 

 

（6） 測量機器及び測量成果に関する検定業務 

   当協会の定款に基づき、中立的第三者機関として関係法令に基づき適正・公平に実施した。 

 

2. 令和元年度収支報告（単位：千円） 

収入科目 予算額 決算額 差引増減 支出科目 予算額 決算額 差引増減 

事業収入 2,685 3,273 △588 事業費 1,995 1,557 438 

雑収入 150 168 △18 管理費 2,140 1,757 383 

支部運営費収入 1,350 △107 1,457 特別行事費 50 20 30 

収入合計 4,185 3,334 851 支出合計 4,185 3,334 851 

 

3.令和２年度講習会計画表 

№ 講習会名《CPDポイント》 開催日・開催場所 定員 

1 
【公共測量技術講習会】 《６》 

GNSSによる基準点測量 
４月１０日（金）（１日間）＜延期＞高松市  

サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 
30 

2 
【測量・地図の基礎講座】 《６》 

測量数学・誤差学の基礎（Ｗｅｂ講習） 
４月１７日（金）（１日間）＜中止＞高松市 

サン・イレブン高松 ２階研修室 
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№ 講習会名《CPDポイント》 開催日・開催場所 定員 

3 
【公共測量技術講習会】 《６》  
ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量 

４月２３日（木）（１日間）＜延期＞高松市  
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

30 

4 
【無料講習会】 《６》 実務者向けセミナー～UAVを用
いた新たな計測技術とその利用～（ビデオ講習会） 

５月１５日（金）（１日間）＜延期＞高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

50 

5 
【公共測量技術講習会】 《６》 
TSによる３・４級基準点測量 

５月２６日（火）（１日間）＜延期＞高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

30 

6 
【イノベーション大会】 
測量・地理空間情報イノベーション大会 （Ｗｅｂ中継） 

６月１０日（水）～１１日（木）（２日間）＜中止＞高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

 

7 
【地理空間情報専門技術講習会】 《１８》 
環境調査課程Ⅰコース（Ｗｅｂ講習） 

６月１５日（月）～１８日（木）（４日間）＜中止＞高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

 

8 
【測量・地図の基礎講座】 《６》 
ハザードマップの基礎（Ｗｅｂ講習） 

６月２２日（月）（１日間）＜中止＞高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

 

9 
【測量・地図の基礎講座】 《６》 
洪水ハザードマップの基礎（Ｗｅｂ講習） 

６月２３日（火）（１日間）＜中止＞高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

 

10 
【公共測量技術講習会】 《６》 
路線測量・用地測量（Ｗｅｂ講習） 

６月２４日（水）（１日間）＜中止＞高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

 

11 
【公共測量技術講習会】 《６》 
水準測量及びGNSSによる水準測量 

７月１６日（木）（１日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

30 

12 
【公共測量技術講習会】 《６》 
公共基準点測量成果のまとめ方 

８月６日（木）（1日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

30 

13 
【公共測量技術講習会】 《６》 
UAVを用いた空中写真測量 

８月25日（火）（1日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

30 

14 
【測量・地図の基礎講座】 《６》 
TSによる測量観測技術及びＧＮＳＳ測量の基礎 

９月１７日（木）（１日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ５階視聴覚研修室 

20 

15 
【測量・地図の基礎講座】 《６》 
測量数学・誤差学の基礎（Ｗｅｂ講習） 

１１月１２日（木）（１日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

20 

16 
【無料講習会】 《６》  
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー 

１２月１７日（木）（１日間） 高知市 
高知会館 ３階 平安の間 

50 

17 
【地理空間情報専門技術講習会】 《１８》 
環境調査課程Ⅱコース （Ｗｅｂ講習） 

令３年１月２６日（火）～２９日（金）（４日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

20 

18 
【国家試験対策講習会】 《２７》 
測量士答案練習セミナー（Ｗｅｂ講習） 

令３年３月２日（火）～６日（土）（４．５日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

20 

19 
【国家試験対策講習会】 《２１》 
測量士補答案練習セミナー（Ｗｅｂ講習） 

令３年３月１６日（火）～１９日（金）（３．５日間） 高松市 
サン・イレブン高松 ２階研修室 

20 

 

 

4.令和２年度収支予算(単位：千円) 

収入科目 Ｒ２年度予算額 Ｒ1年度予算額 差引増減 支出科目 Ｒ２年度予算額 Ｒ1年度予算額 差引増減 

事業収入 2,840 2,685 155 事業費 2,202 1,995 207 

雑収入 220 150 70 管理費 2,189 2,140 49 

支部運営費収入 1,386 1,350 36 特別行事費 55 50 5 

収入合計 4,446 4,185 261 支出合計 4,446 4,185 261 
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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 
 

 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」等に基づき、「ネットワーク型ＲＴＫ法による３級～４級基準点測量」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・会場 

 ●令和２年１０月２日(金） 9：30～16：30 

●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(予定)・講師・教材 

 ●「ネットワーク型ＲＴＫ法による３級～４級基準点測量」の解説と運用 

▽ＧＮＳＳ測量の概要（ＧＮＳＳ測量の基準、作業計画～成果等整理の概要） 

▽ネットワーク型ＲＴＫ法の概要    ▽作業計画(平均計画図の作成)について 

▽平均図・観測図の作成(演習あり) 

▽測量成果の取りまとめ(観測手簿・記簿の整理から計算、品質評価、成果等の整理) 

▽ネットワーク型ＲＴＫ法の後処理について   ▽単点観測法による水準点座標の算出(水準測量) 

●(公社)日本測量協会 専任講師  

●教材（技術講習会テキスト）は当日配布します。 

●受講料・定員・申込期限 

 ❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円    ❸正会員同時入会： １７，０００円  

❷特別 (法人 )会員の社員： １０，０００円    ❹一  般   ： １７，０００円 

●定員２４名（定員で締め切らせていただきます）  ●申込期限 ９月２５日(金) 

●お申込み方法 

 ●「受講申込書（次ページ）」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 

（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 ｼｺｸｼﾌ  ゙

〒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   E-mail shikoku@jsurvey.jp 

●その他  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。 

＊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。 
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新型コロナウイルス感染防止の観点から、３つの密を回避する対策を講じます。 
皆様には、手指消毒、マスクの着用、咳エチケットの実施など協力をお願いします。 
また、発熱、咳などの風邪症状のある方は受講の自粛をお願いする場合があります。 
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

【公共測量技術講習会】受講申込書 
（公社）日本測量協会四国支部 

講習会名 

ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量《６ポイント》 
令和２年１０月２日(金) 9：30～16：30（１日間） 

会場：サン・イレブン高松 ５階 視聴覚研修室 

講座番号 

1１６ 

該当する□に✔をし、必要事項をご記入ください。 

参加者 

氏 名 

受講番号 
(記入不要) 

フリガナ 
生年 

月日 

西暦     年  月  日 

（    歳） 

 

測量ＣＰＤ 

登録番号 

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（        ）※講習会当日に印鑑をご持参下さい。 

会員区分 

 

受講料 

□❶正 (個人 )会員（正会員番号      ）→→10,000円 

□❷特別(法人)会員（特別会員番号      ）→→10,000円→→ 

□❸正（個人）会員同時入会 →→→→→→→→→→17,000円→→ 

□❹一  般 →→→→→→→→→→→→→→→→→17,000円→→ 

納入予定日 

.    月  日  ※納金方法 → □郵便振替 □銀行振込 □現金書留 
納入期限 

＜お願い＞ 今後、新型コロナウイルス感染拡大等により、延期または中止する場合があり

ますので、受講料の納金は、当支部から「開催する」旨の連絡をするまでお待ちください。 

   

★連 絡 先 ⇒ □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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員番号をご記入の場合は、以下のご記入は不要です 

（ただし、特別会員の社員はご記入願います）

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 

 

 

(F) 

下記「★連絡先」

をご記入ください 
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日頃から当協会の活動に格別のご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

当協会では、測量・地理情報分野の技術者や企業経営者、管理者など「実務者」を対象とした、測量・地

理空間情報分野の情報を提供するセミナーを開催しております。 

今回、日本測量協会四国支部では、今年１月３０日に東京で開催されたセミナーを収録した動画記録を

視聴するビデオ講習会を全測連四国地区協議会との共催により下記のとおり開催いたします。 

 業務ご多忙中とは存じますが、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

記 

１．開催日時  令和２年１１月６日(金)  10：00～17：00 
 
２．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） 

 高松市松福町2-15-24 ℡ 087-823-4550 
 
３．プログラム  別紙「【東京会場】プログラム」のとおり。（ビデオ視聴になります） 
 
４．受 講 料   無料 
 
５．資 料 代   無料：日本測量協会会員、各県測量設計業協会会員、測量計画機関職員 
           有料：上記以外の方で資料を希望する場合は、資料代2,000円が必要になります。 

受講申込書に記載のいずれかの方法でお支払い下さい。 
 
６．測量ＣＰＤ  ６ポイント 

なお、今年開催された同セミナー（ビデオ講習会を含む）を受講し測量ＣＰＤ履歴登

録を済まされた方は、このセミナーでの取得ポイントを重複して登録することはできま
せんのでご注意下さい。 

 
７．定   員   ２４名（定員になり次第締め切ります） 
 
８．申込方法   別紙「受講申込書」に必要事項を記入の上、ファックス、メールまたは郵便でお申し 

込みください。 
 
９．申込期限   令和２年１０月３０日（金） 
 

１０．申込及び問合せ先 
公益社団法人 日本測量協会四国支部（担当：梅林、植松） 

           〒760-0067   高松市松福町2-15-24 香川県土木建設会館 
                     Tel：087-821-2450  Fax：087-822-8459  E-mail：shikoku@jsurvey.jp 

実務者向けセミナー 
～ＵＡＶを用いた新たな計測技術とその利用～ 

(ビデオ講習会) 開催案内 

 
 
 

 
主催：公益社団法人日本測量協会四国支部 

共催：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 
 

会員及び測量計画機関以外の方で資料

を希望する場合は、資料代  2,000円が

必要になります。 

測量CPD 

6ポイント 

講座番号 

１１７ 
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                                       別 紙 

 

実務者向けセミナー【東京会場】 

～ＵＡＶを用いた新たな計測技術とその利用～ 

プログラム 

 
 

日時：令和２年1月３０日（木） 10：00～17：00 
会場：品川フロントビル 

 

時 間 プ ロ グ ラ ム 

10:00～10:30 
開会・UAV関連講習から見えたこと 

日本測量協会 常務理事 住田 英二 

10:30～11:30 
UAVとその周辺技術の最新動向 

日本測量協会 認定講師 国際航業㈱ 村木 広和 

11:30～12:30 
RTK-UAVの最前線 

日本測量協会 認定講師 do㈱ 髙原 正嗣 

《 12:30～13:30 昼休み 》 

13:30～14:30 
UAVを利用する SLAM技術の最前線 

日本測量協会 認定講師 ルーチェサーチ㈱ 渡辺 豊 

14:30～15:30 
UAV搭載型 ALB計測の最前線 

日本測量協会 認定講師 ㈱パスコ 小澤 淳眞 

《 15:30～15:45 休憩 》 

15:45～16:45 
水中ドローンの最前線 

日本測量協会 認定講師 ㈱東陽テクニカ 清水 俊成 

16:45～17:00 
UAV利用技術をより深めるために・閉会 

日本測量協会 測量技術教育部長 土井 弘充 
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実務者向けセミナー ～ＵＡＶを用いた新たな計測技術とその利用～  

 （ビデオ講習会） 受講申込書 〔四国支部〕 
 

○日 時 令和２年１１月６日(金) 10：00～17：00 

○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) 

高松市松福町2-15-24 ℡087-823-4550   
 

 ※必要な事項を記入し、該当する□内に✓印をしてください 

① 

受 

講 

申 

込 

者 

受講番号 
(記入不要) 

ﾌﾘｶﾞﾅ □日測協正会員（会員番号      ） □日測協特別会員（会員番号      ） 

□県測協会員  □測量計画機関職員  □日測協正会員同時入会↓ 

□上記以外➡□資料希望2,000円➡④欄に振込方法をご記入ください。 

※日測協正会員限り➡□測量CPD代行申請希望有り (登録番号              ) 

氏名 

西暦     年   月   日生 

受講番号 
(記入不要) 

ﾌﾘｶﾞﾅ □日測協正会員（会員番号      ） □日測協特別会員（会員番号      ） 

□県測協会員  □測量計画機関職員  □日測協正会員同時入会↓ 

□上記以外➡□資料希望2,000円➡④欄に振込方法をご記入ください。 

※日測協正会員限り➡□測量CPD代行申請希望有り (登録番号              ) 

氏名 

西暦       年   月   日生 

 ② 
 勤 
 務 
 先 

ﾌﾘｶﾞﾅ                                                                     

 

 ③ 

 連 

 絡 

 先 

●（□勤務先 □自宅）〒    -               ●TEL             

      県                         ●FAX                     

●メールアドレス（受講票をメールするため、必ずご記入願います） 

                                                

 ④ 

 振 

 込 

 方 

 法 

＜お願い＞ お申込み受付後、新型コロナウイルス感染拡大等による中止等の場合がありますので、

当支部から「開催する」旨の連絡があるまで振り込まないでください。 

《 □資料代2,000円 □日測協正会員同時入会金7,000円 》 

 申込書をFAX、メールまたは郵送後、以下のいずれかの方法でお振り込みください。 

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

・銀行振込 百十四銀行高松支店 普通預金 0180666 

・郵便振替 01630-2-19550  ・現金書留 受講申込書を同封してください。 

 ※口座名義：シャ）ニホンソクリョウキョウカイシコクシブ          

※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。 

(連絡事項) 

①申込受付後、受講番号を記載してメールで返送いたしますので、当日、本表を受付に提示してください。 

②申込受付後、申込者の変更又は欠席される場合には、事前に四国支部までご連絡ください。 

③日測協正（個人）会員で測量ＣＰＤ代行申請を希望される方は、印鑑をご持参ください。 

なお、今年開催された同セミナー（ビデオ講習会を含む）を受講し測量ＣＰＤ履歴登録を済まされた方は、このセミナーでの

取得ポイントを重複して登録することはできませんのでご注意下さい。 

「受講申込書」送付先 公益社団法人日本測量協会四国支部 

ＦＡＸ番号 ０８７－８２２－８４５９  E-mail shikoku@jsurvey.jp 
 

講座番号 

１１７ 

 

（H） 

新型コロナウイルス感染防止の観点から、３つの密を回避する対策を講じます。 
皆様には、手指消毒、マスクの着用、咳エチケットの実施など協力をお願いします。 
また、発熱、咳などの風邪症状のある方は受講の自粛をお願いする場合があります。 
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
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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 
 

測量設計分野の従事者、土地家屋調査士、学校教師をはじめ、「測量及び地図の基礎について学びたい！」という人

たちを対象とした【測量・地図の基礎講座】を開催します。 

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。 
 

●開催日時・会場 

 ●令和２年１１月１２日(木) 9：30～16：30…1日間 

●サン・イレブン高松 ２階研修室 （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(予定)・講師・教材 

 ▼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 

●(公社)日本測量協会 専任講師 

●教材(講習会テキスト)は当日配布します。 
 

●受講料・定員・申込期限 

 ❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円    ❸正会員同時入会： １７，０００円  

❷特別 (法人 )会員の社員： １０，０００円    ❹一  般   ： １７，０００円 

●定員１５名（定員で締め切らせていただきます）  ●申込期限 令和２年１１月５日(木) 
 

●お申込み方法 

 ●「受講申込書（次ページ）」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 

（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 ｼｺｸｼﾌ  ゙

〒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   E-mail shikoku@jsurvey.jp 

●その他  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。 
 

＊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。 
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新型コロナウイルス感染防止の観点から、３つの密を回避する対策を講じます。 

皆様には、手指消毒、マスクの着用、咳エチケットの実施など協力をお願いします。 

また、発熱、咳などの風邪症状のある方は受講の自粛をお願いする場合があります。 

ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

【測量・地図の基礎講座】受講申込書 
（公社）日本測量協会四国支部 

講習会名 

測量数学・誤差学の基礎（Ｗｅｂ講習）《６ポイント》 
令和２年１１月１２日(木) 9：30～16：30…1日間 
会場：サン・イレブン高松 ５階 視聴覚研修室 

講座番号 

１１８ 

該当する□に✔をし、必要事項をご記入ください。 

参加者 

氏 名 

受講番号 
(記入不要) 

フリガナ 
生年 

月日 

西暦     年  月  日 

（    歳） 
 

測量ＣＰＤ 

登録番号 

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（        ）※講習会当日に印鑑をご持参下さい。 

会員区分 

 

受講料 

□❶正 (個人 )会員（正会員番号      ）→→10,000円 

□❷特別(法人)会員（特別会員番号      ）→→10,000円→→ 

□❸正（個人）会員同時入会 →→→→→→→→→→17,000円→→ 

□❹一  般 →→→→→→→→→→→→→→→→→17,000円→→ 

納入予定日 

.    月  日  ※納金方法 → □郵便振替 □銀行振込 □現金書留 
納入期限 

 

＜お願い＞ 今後、新型コロナウイルス感染拡大等により、延期または中止する場合があり

ますので、受講料の納金は、当支部から「開催する」旨の連絡をするまでお待ちください。 

   

★連 絡 先 ⇒ □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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員番号をご記入の場合は、以下のご記入は不要です 

（ただし、特別会員の社員はご記入願います）

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

下記「★連絡先」を 

ご記入ください 
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●測量士・測量士補試験の実施日程等について 

 
令和２年測量士・測量士補国家試験は、令和２年１１月２２日（日）に実施します。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、実施を延期しておりました令和２年測量士・測量

士補試験については、以下のとおり実施します。 

なお、下記の実施日程については、新型コロナウイルス感染症の状況により、さらに変更と

なる場合がありますので、最新の情報（詳細）については、国土地理院ホームページにてご確

認をお願いします。 https://www.gsi.go.jp/top.html 

 

◆令和２年測量士・測量士補試験の実施日程等 

１．試験日時  

   測量士試験： 令和２年１１月２２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） 

   測量士補試験：令和２年１１月２２日（日）午後１時３０分から午後４時３０分まで 

 

２．試験会場 

   試験会場については、決まり次第、国土地理院ホームページ等において公表いたします。 

   また、受験票については、１０月中旬頃に発送する予定です。 

 

３．合格発表 令和３年１月１８日（月）（予定） 

 

 
 

●「測量・地図学習会」の実施について 
 

国土交通省では、測量の意義及び重要性について、国民にわかりやすく伝え一層の理解を深

めるとともに、地理空間情報のさらなる利活用の促進を図るため、関係省庁、地方公共団体、

関係団体等の協力を得て、「測量の日(６月３日)」関連行事を実施しています。四国地区にお

いても、「測量の日」関連行事の一環で、各県測量設計業協会と協力して、９～１０月に小学

校を対象に「測量・地図学習会」を開催する予定です。 

 

   愛媛県 愛南町立平城小学校  令和２年 ９月２５日（金）予定 

   香川県 三豊市立吉津小学校  令和２年１０月１２日（月）予定 
 
 
 
 

  

https://www.gsi.go.jp/top.html
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※表示価格は、全て本体＋税（10%）です 

■新 刊 図 書  

■－公共測量－ 作業規程の準則 

  令和2年3月31日改正 
      

Ａ４判  

定  価  ４，１９１円 (税込) 

会員価格  ３，７７０円 (税込) 

送 料  ７３０円  

令和２年７月３０日刊行 

 各種公共測量の規範となる規定集 

 総則／基準点・地形・写真・応用測量等  

 

・三次元点群測量の編を新設  

（UAV点群測量及び地上レーザ点群測量の新規追加）  

・数値地形図作成に地上レーザ測量及びUAV写真測量

の新規追加  

・GNSS測量機を用いた３級水準測量を新規追加  

■測量関係法令集 令和２年版 

Ａ５判 ８６９頁 

定  価  ４，０８６円 (税込) 

会員価格  ３，６７０円 (税込) 

送  料 ７３０円  

令和２年６月２７日刊行 

 測量法、測量法施行令・測量法施行規則、測量法関係

告示等、地理空間情報活用推進基本法、公共測量作業規

程の準則、国土調査法、土地区画整理法、その他関係法

令を収録。  

■設計業務等標準積算基準書 
  測量業務等積算資料 
     令和２年度  

Ａ４判  

定  価  ２，９３３円 (税込) 

会員価格  ２，６３０円 (税込) 

送  料 ４６０円  

令和２年５月１８日刊行 

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。 

 令和２年度版。 

■ デジタル写真測量の基礎 

 ～デジカメで三次元 

.測定をするには～  

●津留 宏介 ●村井 俊治 著  

Ｂ５判 １４５頁 

定  価 ２，３０５円 (税込) 

会員価格 ２，０７０円 (税込) 

送  料 ４１０円  

令和２年８月７日刊行 

(改訂第２版) 

デジタル写真測量の基礎を分かりやすく解説。  

 身近にあるデジカメで三次元計測ができることを知っ

ている人は意外に多くない。しかし、それには写真の幾

何学的特徴や写真測量の原理についての基礎が必要とな

る。 

 本書は、分かりやすいデジタル写真測量のテキストと

して、これからデジカメで写真測量をしてみたいという

読者を対象に、平易に書かれている。 

 さらに、今回の改訂にあたり、新たな章を設け、UAV

写真点群測量で多用されている三次元形状復元(SfM)につ

いて詳しく解説した。増補改訂の決定版。 

＊お申し込みは四国支部まで、お電話・メール・ＦＡＸで！ 

＊数冊を購入される場合は送料が変わりますので、必ず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

令和２年９月 長月
ながつき

  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 

6 7 8 9 10 
GNSS による基準
点測量申込期限 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 

敬老の日 
22 

秋分の日 
23 24 25 

ネットワーク型ＲＴ
Ｋ法申込期限 

26 

27 28 29 30 
 

令和２年１０月 神無月
かんなづき

  誕生花/リンドウ 誕生石/オパール 

日 月 火 水 木 金 土 

▼新型コロナウイルスの影響で延期された講習会は、感染拡大

防止対策を講じたうえで、それぞれ９月～１２月の間に実施する

こととなりました。詳しくは当協会ホームページでご確認ください。 

1 2 

 

 

3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 
支部役員会 
(高知市) 

30 31 

▼今後の講習会予定 ※《 》内数字は測量ＣＰＤポイント数 

●【無料講習会】実務者向けセミナー～UAVを用いた新たな計測技術とその利用～ （ビデオ講習会） 《６》 

１１月６日（金）《延期分》 サン・イレブン高松 

●【測量・地図の基礎講座】測量数学・誤差学の基礎（Ｗｅｂ講習） 《６》１１月１２日（木）サン・イレブン高松 

●【公共測量技術講習会】TSによる３・４級基準点測量《６》 １２月８日（火）《延期分》サン・イレブン高松 

●【無料講習会】測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー《６》 １２月１７日（木）高知会館 

※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 

 

 

▼令和２年７月１日付で、四国支部事務局長の交代がありました。 

＜新事務局長ご挨拶＞ 

7月1日付けで事務局長となりました梅林 利徳です。 

会員皆様のお役に立てるよう精一杯取り組んで参りますので、前佐熊事務局長に引き続き、

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

昨今の三次元測量、GNSSや UAVを用いた測量等測量技術の進展はめざましく、四国支部

では、それらを含めた測量や地理空間情報に関係する皆様の専門技術向上や人材育成を目

的として講習会等を実施しておりますので、多くの皆様の参加をお願いしております。 
 

GNSSによる基準点測量(サン・イレブン高松)《延期分》 

ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量 
(サン・イレブン高松) 《延期分》 


