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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。COVID-19 の影響を受けつづけてはいますが、
会員の皆様におかれましては、良き新年をお迎えになられたでしょうか。家族が揃う機会を
失われ、寂しい思いをなさっている方もいらっしゃると思います。自粛しながらの新年も風流と受け止め、将来に
つなげたいと思っています。
COVID-19 は、人々の動きに対して猛烈に歯止めをかけました。しかし自分自身を振り返ると、これまでが必
要以上に動きすぎてたように感じています。私の場合、ほぼ毎月の東京出張、海外出張が年数回。宴席も加える
と、異常なほど移動していました。移動の度に仕事が溜まり、本来の仕事である教育・研究に悪影響を与えてい
たのも事実です。運輸業、観光業、飲食業など、COVID-19 により深刻な打撃を受けた業界があり、医療機関は
大変な状況ですから、こんな呑気なことを言ってたらお叱りを受けそうですが、人の動きについては世界を見渡
しても異常でした。
感染症の問題だけでなく、自然災害も考えると、都市部での生活はリスクを抱えています。そのリスクを回避
すべく、既に地方への移住者は増えているようです。しかし地方でもリスクは存在しています。交付税交付金を
はじめとするたくさんの補助金、化石燃料や電力などのエネルギー、小麦・大豆などの輸入作物に頼っていては、
様々な有事の際には大変なことになりそうです。
安心して暮らせる地域の将来を描く時、測量・調査で得られる地理空間情報は、大きな効果を発揮します。未
来につなげる重要業務という誇りを持って活動していきたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いします。
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新年のご挨拶
国土地理院四国地方測量部長 小枝 登

新年を迎え、ここに謹んで初春のお喜びを申し上げます。
公益社団法人日本測量協会四国支部並びに会員各位におか
れましては、健やかなる新春をお迎えのことと存じます。
四国支部が、これまでの長きにわたり測量技術並びに測量
技術者の地位向上と正確な測量成果の提供を通じて、測量業
界の発展のために多大な貢献を尽くされたことに対し、こころか
ら敬意を表します。また、会員の皆様には、旧年中、国土地理

高松市木太町大池にて

院の測量行政に格別なご理解・ご協力を賜り、重ねて厚くお礼申し上げます。引き続き、本年もどうぞよろしく
お願いいたします。
近年、全国各地で大規模な自然災害が続発しています。昨年の７月豪雨では、九州、中部、東北地方を始
め、広範な地域において河川の氾濫や土砂災害により甚大な被害が発生しました。
津波や土砂災害などは繰り返し起こる可能性が高い災害です。これらの災害の記録が記された自然災害伝
承碑などの災害履歴情報や、過去の土地の成り立ちを示す地形分類データなどの地形特性情報の整備も進
めており、強靱な国土づくりのための防災・減災に資する取組を一層進めて参ります。これらの情報は、地域
における防災意識を高めるとともに、減災に向けた取組や地理教育・防災教育に活用されることが期待され
ます。地理教育や防災教育を進めるに当たって、ハザードマップなどの地図・地理空間情報は必須なもので
あり、官・民が協働する取組が注目されており、日頃から地図を読みご活躍されている測量技術者並びに業
界の知見・経験による貢献が期待されております。
新型コロナウィルスが全地球規模での感染拡大により、延期された東京 2020 オリンピック・パラリンピックで
すが、静穏化し無事に開催できることを願っております。そんな中、昨年の 12 月４日に関連する法律が改正さ
れ、令和３年度の祝日が変更になっています。具体的には、「海の日」は７月 22 日に、「スポーツの日」は 7 月
23 日に、「山の日」は８月８日になりました。８日は日曜日のため９日が休日となりますが、７月 19 日と８月 11
日は海の日と山の日の変更にともない平日となりますので注意が必要です。
（＊内閣府 HP https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html）
机上カレンダー通りに行動すると休暇の取得向上に貢献する かも･･･。
新年初仕事として、カレンダーの修正をされてはいかがでしょうか。
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●「令和２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２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
合格発表日 令和３年１月 18 日（月）
※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Ｈ
Ｐ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 令和元年の合格率（全国）
・測量士 ： １４．８％
・測量士補 ： ３５．８％

●地理空間情報の活用・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－
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
に、国土地理院四国地方測量部が事務局となって、「令和２年度地理空間情報の活用に関する地域連携協議会」を徳
島市、松山市及び高知市で開催しました。
今年度は「上載せ情報を活かす～伝える地図情報～」をテーマに、国土地理院から以下の話題提供を行い、地理
院地図の利用状況や今後の抱負、要望などの意見交換を行いました。また、高知地域では、ESRI ジャパン株式会社
の大津留様からクラウド GIS を用いた活用事例等について特別講演を
いただきました。
○徳島地域連携協議会
10 月 30 日（金） あわぎんホール（徳島市）
出席者 21 名
【話題提供】
「伝える地図情報～地図を使う際に知っておきたいこと～」
「地図等の利用手続きの運用改正について」
「地理院地図の機能紹介」
「地理院地図を用いたウェブサイト構築」

【協議会の様子】（徳島地域）

○愛媛地域連携協議会
11 月 25 日（水） 松山市総合コミュニティセンター（松山市）
出席者 29 名
【話題提供】
「伝える地図情報～地図を使う際に知っておきたいこと～」
「地図等の利用手続きの運用改正について」
「地理院地図の機能紹介」
「地理院地図を用いたウェブサイト構築」
○高知地域連携協議会
12 月 14 日（月） 高知城ホール（高知市）
出席者 32 名
【話題提供】
「伝える地図情報～地図を使う際に知っておきたいこと～」
「地図等の利用手続きの運用改正について」
「地理院地図の機能紹介」
【特別講演】
「クラウド GIS を用いた自治体での活用事例」
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【協議会の様子】（愛媛地域）

【協議会の様子】（高知地域）

公益社団法人日本測量協会四国支部 行事カレンダー
２０２１年
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▼今後の予定
●令和３年の測量士・測量士補の国家試験が８月以降に延期される見込みであることから、３月開催予定の下
記セミナーは延期することとなりました。延期後の日時等が決定次第、当紙面、HP などでお知らせします。
・測量士 答案練習セミナー《WEB 講習》

・測量士補 答案練習セミナー《WEB 講習》

※詳しいご案内とお申込み方法は順次ホームページに掲載されますのでご覧ください。
⇒ https://www.jsurvey.jp/3-1-2.htm

測量士・測量士補 国家試験受験用参考書
■ 受験テキスト Vol.21

会員価格 3,200 円 定価 3,565 円 送料 730 円

■ 科目別模範解答集（Ｈ27 年～R1 年の 5 年分収録）

会員価格 2,450 円 定価 2,724 円 送料 730 円

■ 令和２年問題模範解説集

会員価格 2,160 円 定価 2,410 円 送料 410 円

⇒国家試験延期のため３月中旬頃発刊予定です
＊２冊以上の送料 →四国内宛ての場合は 800 円。
四国以外宛ての場合は、送料が異なりますのでお問い合わせください。
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