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子、 ダム

治山

山勉災害対策に関する測量・聞置も

大8な役目のひとつ。

利水ダム・治水ダムの盤備や、今後見込

まれる.縛管理のほか、.11:ダムの再開

発に闘す-i測量位置十を組います。

集落や道路などを保.するため、

土砂災書防止施段の盤備をはじ

めとする砂防$績が必要です.

土地改良

湿図の緋水、周水改良、畑地温到底{かんがい)、

厳組重湿などによって、土勉の性質を改良する

際にも濁畳・肢針は欠かせません.

絹
構築

S府富生だけでなふ補修・点績においても測量-

a針~不可欠.橋祭を登備することで、地

域聞の移副II!.の短鋪にもつながります.

eltJ.での交通渋滞を解潤するための

トンネルを益信ずることで、締法司:te.
盆遂の時開短舗が可優になります。



公共土木事業を支える

さまざまな役割のなかでも、

嘗段目にする公共工・.その出発点となるのが測量段計の仕$で

す.道路や河川、トンネル、よ下水道をはじめ、さまざまな舗造物をつ

〈るに~たり、対象となる地物の位置座徳、形双を正確に示すことが、

測畳鮫計の仕事

計画・間査

地由民のどこにどんな役会インフラ11必.:fJ't-針粛するほか、S主体的

~鯛蜜(※)を実織し、公共土木工穆の第四歩f温い念す。

3誕費十薗機討、ヨ肩書臨調査、交通量絹麦、地質調査など

測量

つ〈るものの位置をくまなく計測{※}し、ぞれらを安全に設置Eする

ための土台を銭信化、多面的に復党化し~す。

itE~準点測S量、鎗形測量、路線測屋、用地濁.、

υAV・3Dレーザー測量、深浅測量l~ど

霞針

つくるものの精進やデザインを決定し、具体的な形にす~t.:">の

波野作業(※}を実施し~す。

※道路、一般機造物、橋祭、トンネル、河川、

その他霊票繊造物の予備投街、3手編設計

F 
社会インフラの完成後は定期点検{軍需)*'徹底し、必要に応じで ;: 

維持嘗理

.鎗をおこないます. ド

l(E点検業務、刻;a:.鋪.設計調書務、耐震補強普段計黛務、

~.命化計画策定義務など



MIMIYORI DATA 

いくつ知ってる?

設計 ミミヨリデータ
r.士会インフラを支える仕.Jとa?τも実際のととる、測量."に刻するイメー?Itどこか浪費量としτいる節分..いの‘...

ここで隊、.界...すð人に陶，t~.ミミヨリ・*リアルデータをピックアップt

4φ砂Eヲ， ;zr2;ごf2zT??記::口ご芯:2::詑T立::z;t史::沼it;ま
新E五i( 情欄…銀土工での測a霊E、'聖断、.工、織査の.段踊において、従来の

‘ ー 紙ペースの図面t中心とした作織から3次元データに基づいた

3 11 刊にゆJ蜘)M">~l"k.~は齢…る餓
.'" の経営環.の改善、益段労働者の賃金求書Eアップ、作費量現KZ…防止につながることも期待されれますさらに

.."， 3K(きつい、危険、汚い)労・とも.織される鎗界の労.をイノ

，.~ペーションの促進により、 r.刷、『休眠J 、『希望j の新しい

畠 - ..... ‘3Kへと移行する動的活雪量化してい念す.
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"での調停労働が多い?

測量IIU十の仕.は、主に『外_J と f 内君臨j の2つtllJ.)~

す.外雪量と俗、 E童館・土木工・の混舗で実際に測量司~.査

点績を担う仕司Eです.野外作畿となるので..務に遣した

時間絡や天候をi1lんで行うことが一'量的です.外での仕.

f'事えた豊島り時間で内織を行っています.内織と~CADを

使った綾計調1.携のほか、予算.....調達・測量計百.1盟
国・測.データ分栃など、デスクワーク会般をさします.近年

~内震によるパソコンを使った..tI..しています.。
[tt212227] 
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2011隼.
軍創..1階会事..にお骨轟平絢.
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専門知隙tI岡われる酒量現舗を

~じめ、 CADf駆使する設置十図

面の作成など鍵しいイメージグ先

行する調書界ですが、その.務内

容は多厳におよびます.濁.土

司".it士の繍助..ぅ察君臨のほ

か、簡単な園面の作成やデータ

益還なども擁固たる鎌君臨の一つ

です.たとえ$円資絡を有してい

な〈ても、多〈の窃合、..研修

などで身につけられるスキルも怠

外に多いのが特徴です.

測..計調書穫にお，t~ri-ConstructionJ iをはじめ、CADシステムによる3次
元データの利活用、UAV(ドローン}と泊上レーザースキャナを周いた公共濁畳

マニュアルの制定など、篇置が尽きない当歳界.若いIT世代こそ隠せず取り組

める街緩衝が仕司Eをいっそう..力的にするl
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ず
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。



SPECIALTY LlCENSE 

知っておきたい測量設計の資格エトセトラ
ヨ伝a置で.介した濃役緩衝4・t:f:じの、...段併のプロフヱッショナJ"f:.事...・tW円資絡を保衡してい*.，.. 

キャリアステップに応じ司~.ftでさみものが.<、企震によってm・会..歯車量余念ど.~の鎗資プログラム~実

絡したり、...*..JR~.IIしたりと安心のフォローアップ体制v・a・されてい-iとttJo いおば『銭術省Ð
_Jともいえ6...取得ø費量i!''''・if>6.1身フィールドf:広がり~す.

資格名樟

測量士

潤量士舗

土鳩寝屋鯛資金

空間情報錨括監理畿術省

治理空間情報専門畿術者(&.点ほか5.門}

""路測量護衛績定{港湾・沿岸}

治鰭総会議術監理者

..銅貨担い手鏡術者・管理装術者

治籍主健慣習医員

..鰭工程管哩士

資格名称

鐘領土舗{建綾部門Cl.) 
技術士{縄合銭術監糧自際門}

強術士{纏畿歯医円:道路ほか10科目}

議'僚会{上下本道部門ほか}

RCCM(道路ほか21.円}

土*学会.定土木誌編者{二級M 特別上級}

コンクリート惨断念

コンクリート繍泡鯵目隠士

土木鋼繍遭鯵.士・捕

4隠遁..断念{ー綴}

構造物診断士(=銀}

進守{補助員ω 遭守}

道路格点検士

河JI(纏縛情理主家術者

河川点検士

VEリーダー

VEスペシャリスト

!f録ランドスケープアーキテクト(RLA)
..土木緩衝.理士

...村地理情縄システム主義士

.察本刺施般..緯合自診断士

細婚かんがい銭士

#t院議士

下京道技術後定{鯵1種N 鱒3糧}

土木施工管理緯士(-a)
土*施工管理鏡士{ニ縁}

進国施エ管理後士{一歳}

遊園施工繁思畿士{二歳}

纏灘文化財岡査士

狸議文化財周遊士掴

資格区分

圃憲 民間。
。
。 。。。。。。。

資棒区分

圃憲 民間。。。。 。。。。。
。
。
。
。
。。。。。。。。。。。。。。。 。。



受験資格
所管・回定団体

経験 録件{掌Eは指定掌事専を示す}

不振 年令、性別、学歴、実S度経険害事に関係な〈総量産に合絡すれば取得で¥!6
年令、性別、学歴、実漢語量産さ撃に関係なくB実践に合織すれば取得できる 国土交通貧国土地理院

不要 面眠大型Fでー..に絢す尋崎ltt豊1Il"しτ..ーした告なら'(11ζ11.専門学.の土米軍事"を..ーした者意i:t章、2・.に鈍する
銀総鎗aG専門学後}で1~聞の剣・および畿鱒敏鳴を!lltkl(f'章、...によりJI盆士捕の.絡を有....ふ

不要 試般に合絡守れば取得できる 法務省

要 減量E士・緩術士(or1・士)必須、実Z易経険15年以上
(公社)日;窓測量笛会

本語要 書記般に会絡すれば取得できる

要 実務&1生5~以上 (ー財)日志水路協会

ヨE 総書際鵠.管理銭術者il>須、実務経量生10年以上
(一社)日窓園土調査測量也会

ヨE 実務経殿2年以上

蓑 実務経験3年以上
(公牡)全国国土調査鎗会

事要 総書優主任舗査員取得後、実務経験31:字以上

霊験資格
所曹・毘定団体

経鴎 条件{掌Eは指定掌棋を示す}

不要 試般に合絡すれば取得できる

" 実務経車産10年以上{緩術士舗取得後7年以上)
文部科学賞

要 実務緩厳7年以上(技術士繍取得後4~字以上)

ヨE 実務経量産7年以上(技術士舗取得後4年以上)

要 実務経厳(1定E同年、大qs10年、短大.~~修事121字、諸事14年) (一社)建設コンサルタンツ協会.. 実務経験1-17~以上 (公社)土木学会

• 実務経験(大.41字、短大・高等書評61字、海運何年} (公祉)日本コンクリート工学会

要 実務経験(太君事4年、短大・a1事率る年、工業高率81字、その他10年) (公祉)ブレストレストコンクリート工学会

要 実務経験(大牢1 重匹、短大.~W:*1年、工費量働率31匹、その他5.)(11習会受鯵tI必要) (一社)日本錦織造箇会

要
実務経険(大.41事、短大・寝耳修.61事、高Z何年、その他10~)
.主主衛士、コンクリート..師会、土*錫相臨調量.Ii士、コンヲリート4・造鯵衛士、-.. 織士、=..ヨ量4・.11士のいずれか
の貴裕t!~・

{ー祉)日本構造物診断技術也会
実務経険(大.21字、短大・3毎.$31字、 *.4~事、その他61手}

ヨE 策4量4富士、コンクリート富島断念、.:1:.ホ調陣織進修理匠士、コンヲリート様進惨断念、-8書量築士、コンク担ート玄室E費量士、コシタ
リート緩士、1.土本.エ唱軍属鉱士のいずれかの資待係省管

不裏書 養成鴛庄の漫画院がil>著書 長崎大学

要
実務経覇権{大傘3年、短大.æs!!J~何年、高*7年}で研修会ヨ~;機資機、

{一財)橋梁調査会
研修会修了後1年以上の実務総量産で澄録可能

要 実，惨事u量?年以上 郷導的立4・21:事(河川点検士tI必要}
(一財)河JII緩術者教育振興機構

要 実務経厳1年以上{餓賀会の妥肢が必要)

不要 議賀会の受絡が必要
(公社)日ゑバリューエンジニアリング協会

要 実務経敏4年以よ(1惨事，会の受般が必要).. 実務経険(大$31事、短大・寝耳修$51事、高率101事、その他15年) (一社)フンドスケープコンサルタンツ協会

• 実務経量産10.以上
(公牡〉土地改良測量設計技術也会

要 実務経験2年以上

要 実務経験18年以上 {ー祉)農業土木事業協会

ヨE 実務事u量(大卒31字、短大.4~革、高率7年)(11・会の受鯵fI必要} (ー祉)畑地農旗振興会

ヨE 実務経車産14年以上{籍軍軍会の受般が必要} (一社)日本森幹接衛協会

不要 然厳に会織すれば取得できる (地共)日本下水道事業団.. 実務経除(大.31事、短大・高..51事、高.10~、その他15.)

寮 実務経車産(大卒11字、短大・高専卒21字、高卒3~革、その他81手)
国土交通省

1¥1 実務経自負(太宰3年、短大.aw:軍事5年、a傘101:字、その他15年)

要 ~f易経険(大卒1 1:字、短大・備事事*2王手、 ~.31事、その他81:事}

要 実務経.20年以上又Ii浬薦文化財周釜土橋取得後2年以上の実滞緩厳
(公社)日本文化財保護協会

ヨE 実務経峻(大卒21字、その他4年)(際賀会!fatl必要}

※上富Eは、2018岩手3月時点のものです.



(ー社)全国測量設計業協会連合会

九州地区協鴎会

(-ti:)金調連九州治区鶴・会

812-0013 稲岡市博多区怖多駅東2・5・28 ・~借虜ピル704

TEL 092-473・6525FAX 092-413-0707 http://zensokuren.or.jp 

(ー社}掴岡県測量般Itコンザルタンツ箇会

812-0013 楠岡市憎多区憎多駅.2・5・28情多借歳出レ704
TEL 092・473・6525FAX 092・413・0707 https:llwww.f-spca.jp 

(ー祉}佐賀県県土づ〈りコンサルタンツ償金

849-0937 佐賀市鍋島2・13・4
TEL 0952・33・品010FAX 0952・33・6012 http://www2.s昌ganat.na.jp/sasokul

{ーを1:)長崎県測量雌齢コンザルタンツ也会

852-8108 長崎市I1旧町6-17シャン・ドウ・ブレ浦上302
TEL 095-845・5257 FAX 095・845・0048 http://www.nagasakiken-sロk旬o.jp

(ー祉}嶋本県測畳般併コンザルタンツ箇会

862・092.4 111本市中~区事山1 ・38・31

TEL 096・385・9390 FAX 096・385・9391 http://kumasoku.or.jp 

(ー祉}大分県濁量雌Itヨンザルタンツ也会

870・0943 大分市大字片島555
TEL 097・567・7150FAX 097・567・7155 http://o-ssk.o司

(ーをt)宮崎県測量雌計聾協会

880・0121 宮崎市大字島之内10211・9
TEL 0985・39・9638FAX 0985・39・9621 http://www.mspa.or.jp 

{公祉}鹿児島県潤量量計量也会

890・0066 鹿児島市浪砂町48・1
TEL 099・285・2580 FAX 099・285・2584 http://www.kagosoku.or.j 

(2018.4.1.10000 ) 




