
                                (一社)香川県測量設計業協会 

平 成 ２ ８ 年 度 事 業 報 告 
自 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日  

至 平成２９年３月３１日  

月 日 行     事 内         容 摘    要 
4.7 定例監査 平成２７年度経理内容について監査が実施され、適

切且つ正確と認められる。 

協会事務局会議室 
北野、鈴木監事が実施 
立会 武内会長 

4.14 (一社)全測連四国地区協

議会 
定例監査 

平成２７年度経理内容について監査が実施され、適

切且つ正確と認められる。 
喜代美山荘花樹海 
山口、西川監事が実施 
立会 和田会長 

4.14 (一社)全測連四国地区協

議会役員会・委員会合同

会議 

議題 
１． 平成２７年度事業報告及び収支報告について 
２． 監査報告 
３． 平成２８年度事業計画及び収支予算について 
４． 役員改選について 
５． その他 

喜代美山荘花樹海 
出席 四地協役員８名 
   四地協委員４名 
   武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 

4.20 平成２８年度通常総会 議事 
第１号議案 
平成２７年度事業報告及び決算承認の件 
（１）平成２７年度事業報告 
（２）平成２７年度収支決算及び監査報告 

第２号議案 
平成２８年度事業計画及び収支予算の件 
（１）平成２８年度事業計画 
（２）平成２８年度収支予算 

第３号議案 
  定款の変更について 
第４号議案 
  役員改選について 
その他 

ＪＲホテルクレメン

ト高松 
出席会員 ２１社 
    

4.20 第１回役員会 議題 
１．代表理事等の選任について 

ＪＲホテルクレメン

ト高松 
出席 武内会長他９名 



4.22 ＣＰＤ対策部会委員会 議題 
１． 第１０回スキルアップセミナー開催について 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長 
   大原部会長 
   他委員７名 

5.19 (一社)全測連四国地区協

議会 
平成２８年度(第３９回) 
定時総会 

議事 
第１号議案 
平成２７年度事業報告及び決算承認の件 
(１) 平成２７年度事業報告 
(２) 平成２７年度収支決算及び監査報告 
第２号議案 
平成２８年度事業計画及び収支予算の件 
(１) 平成２８年度事業計画 
(２) 平成２８年度収支予算 
第３号議案 
役員の変更について 
その他 

ホテルクレメント徳  
島 
主催 (一社)全測連 
四国地区協議会 
出席者 役員８名 
  

5.19 第２８回「測量の日」記

念講演会 
講演 
 最近の測量情勢について 
講師  
 国土交通省国土地理院  越 智 繁 雄 氏   

ホテルクレメント徳  
島 
主催 (一社)全測連 
四国地区協議会 

5.20 第２８回「測量の日」 
記念ゴルフ大会 

場所 
 サンピアゴルフクラブ(徳島市) 

共催 
(一社)全測連四国地

区協議会 
(一社)徳島県測協 

5.27 測量・地図学習会 講義 
地図と地図記号 

実習 
歩測による距離の体験等 

主催 国土地理院四

国地方測量部 
三豊市立大見小学校 
会員会社４社 

5.27 (一社)全測連 
定時総会 

議事 
承認事項 
貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書） 
理事及び監事の選任について 
報告事項 
事業報告 
その他 

東京都 
東海大学校友会館 
出席 武内会長 



6.3 広報部会委員会 議題 
１． 第３９回広報誌発刊について 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 岡田部会長 
   他委員６名 

6.7 測量・地図学習会 議題 
最近の測量技術、最近の地図事情 

実習 
ＧＮＳＳの据え付け、観測指導、その他 

主催 国土地理院四

国地方測量部 
香川県立多度津高校 
会員会社６社 

6.8 第２回役員会 議題 
１． 全測連総会の報告について 
２． 平成２８年度の委員会組織及び活動について 
３． お願い書の作成について 
４． その他 

リーガホテルゼスト高

松 
出席 武内会長他10名 

6.14 第１０回香川県測協ス

キルアップセミナー 
国土強靱化基本法が目指すもの ～香川県地域強靱

化計画の策定への取り組み～ 
香川大学危機管理研究センター長 白木 渡 氏 
土砂災害に備えて 
国土交通省四国地方整備局 河川計画課 

課長補佐  白石 隆 氏 
香川県における安全で快適な道路空間の創造に向けて 

 香川県土木部道路課 副主幹 湯浅 泰三 氏 
新たなる補強土壁工法「ＧＳ補強土システム」について 

 ヒロセ(株)四国補強土事業部 岡崎 貴斎 氏 
安全で経済的な河川・山岳桟橋の提案「ヒロセＧ桟

橋シリーズについて」 
       太洋ヒロセ(株)  小嶋 吉隆 氏 
災害復旧効率化支援システム photog-ＣＡＤの活用

と利用事例 
 (一財)日本建設情報総合センター 
     システム事業部門  宮本 勝則 氏 
３ＤＣＡＤ(Ｖ－nasClair)を利用した３Ｄ地形デー

タの活用事例 
川田テクノシステム(株)  塩手 健介 氏 

高松テルサ 
受講者 ７４名 

6.30 (一社)全測連四国地区協

議会役員会・委員会合同

会議 

議題 
１． 委員会構成について 
２． 平成２８年度の事業計画について 
３． その他 

リーガホテルゼスト高

松 
出席 四地協役員８名 
   四地協委員４名 
   武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 



7.１ 調査研究委員会・積算研

究部会委員会 
議題 
１． 香川県土木部との意見交換会の要望事項のと

りまとめについて 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 鈴木委員長他１１     

名 

7.5 広報部会委員会 議題 
１． 第３９回広報誌取り纏めについて 
２．その他 

於 協会事務局会議室 
出席 岡田部会長 
   他委員７名 

7.22 香川県庁土木部へお願い書提出 香川県庁土木部 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他２名 

7.22 長尾土木事務所・高松土木事務所へお願い書提出 長尾土木事務所 
高松土木事務所 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他会員会社 

7.25 中讃土木事務所へお願い書提 中讃土木事務所 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他会員会社 

7.25 香川県土木部との意見

交換会 
出席者 
香川県土木部 横山技術企画課長他４名 

香川県庁会議室 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他９名 

7.29 西讃土木事務所へお願い書提出 西讃土木事務所 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他会員会社 

8.2 小豆総合事務所へお願い書提出 小豆総合事務所 
出席 武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 
   他会員会社 



8.4 事業委員会 議題 
１． 平成２８年度社会貢献活動について 
２． 平成２８年度ゴルフ大会について 
３． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長 
   細谷副会長 
   他５名 

8.9 第３回役員会 議題 
１．平成２８年度社会貢献活動について 
２．平成２８年度ゴルフ大会について 
３．その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長他10名 

9.16 ＣＰＤ対策部会委員会 議題 
１． 第１１回スキルアップセミナー開催について 
２．その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長 
   大原部会長 
   他委員７名 

9.30 四国地区対抗ゴルフ

大会 
場所 
 エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) 

参加者 ８名 

10.6 事業委員会 議題 
１． 平成２８年度社会貢献活動について 
２． 平成２８年度ゴルフ大会について 
３． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長 
   細谷副会長 
   他５名 

10.11 成果報告書作成セミナ

ー 
ドキュワークス初心者向け講座 
ドキュワークス使用者向け講座 

富士ゼロックス四国（株） 

協会事務局会議室 
参加者 ６名 

10.20 独占禁止法遵守講習会 講習内容 
 入札談合と独占禁止法について 
講師 
 （公財）公正取引協会  藤本 敏行 氏 
参加者 ６６名 

高松テルサ 協賛 
(一社)香川県測量設計業協会 

(一社)建設コンサルタンツ協会 

(一社)日本補償コンサルタント協会 

四国地質調査業協会香川支部 

10.21 平成２８年度ゴルフ大

会 
場所 
鮎滝カントリークラブ(高松市) 

参加者 １３名 

10.25 (一社)全測連四国地区

協議会役員会・委員会

合同会議 

議題 
１． 平成２８年度中間事業報告及び中間収支報告につ

いて 
２． 四国地方整備局との意見交換会について 
３． その他 

高知会館 
出席 四地協役員８名 
   四地協委員４名 
   武内会長 
   山口副会長 
   細谷副会長 

10.29 第５回社会貢献活動 
 両景橋周辺（坂出市さぬき浜街道） 

参加者 ４５名 



11.15 第１１回香川県測協ス

キルアップセミナー 
香川県の国土強靱化計画について 
香川大学危機管理研究センター長 白木 渡 氏 

河川の計画づくりについて 
国土交通省四国地方整備局 河川計画課 

建設専門官  山本 卓男 氏 
高松広域都市圏都市交通マスタープランについて 
 香川県土木部都市計画課 主任 阿部 良平 氏 
産業廃棄物について 
 （株）パブリック 建設事業部 川崎 祐栄 氏 
計測機器レンタルのご紹介について 
 西尾レントオール（株）広島営業所 
             所長 青木 崇志 氏 
指針・マニュアル改訂後の補強土壁の設計について 
（株）補強土エンジニアリング 

代表取締役 小川 憲保 氏 

高松テルサ 
受講者 ７６名 

11.17 測量・地図学習会 議題 
最近の測量技術、最近の地図事情 

実習 
ＧＮＳＳの据え付け、観測指導、その他 

主催 国土地理院四

国地方測量部 
香川高等専門学校 
会員会社６社 

11.21 第４回役員会 議題 
１． 臨時総会について 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長他10名 

12.9 平成２８年度臨時総会 議事 
（報告事項） 
１． 平成２８年度事業（中間）報告 
２． 平成２８年度予算経理状況（中間）報告 
３． その他 

ＪＲホテルクレメン

ト高松 
出席会員 ２１社 

12.16 四国地方整備局と建コ

ン四国支部・全測連四

国地区協議との合同技

術交流会 

議題 
１． 魅力ある建設コンサルタントに向けた担い手

の育成・確保のための環境整備 
２． 技術力と地域貢献度による選定 
３． 品質の確保・向上 

サンポート合同庁舎 
出席 武内会長 

12.19 成果報告書作成セミナー ドキュワークス初心者向け講座 
ドキュワークス使用者向け講座 

富士ゼロックス四国（株） 

協会事務局会議室 
参加者 ６名 

1.12 事業委員会 議題 
１． 現地研修について 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長 
  山口・細谷副会長 
  他２名 



3.3 総務委員会 議題 
１． 平成２９年度の予算（案）について 
２． その他 

協会事務局会議室 
出席 総務委員４名 

3.10 第５回役員会 議題 
１． 平成２９年度予算について 
２． 平成２９年度事業計画について 
３． 現地研修について 
４． その他 

協会事務局会議室 
出席 武内会長他９名 

 


