
【測量ＣＰＤ認定・設計ＣＰＤ認定 セミナー】 

 

 

第 15 回 測量設計業のトップセミナーの 

開催について（ご案内） 
 

 

 秋冷の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は、協会及び委員会の事業の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  

標記セミナーは、平成１４年から（一社）大阪府測量設計業協会、 (公財）日本測

量調査技術協会  近畿ブロック委員会、(公社）日本測量協会関西支部と三者共催で、

開催し、今年 15 回目を迎えます。  

今年度は、昨年 11 月に国土交通省が打ち出し、実施に向けた環境整備が急速に進

む「ｉ -Construction」をテーマに、下記プログラムのとおり講師を迎え、開催いた

します。  

大変有意義なセミナーと存じますので、是非ご参加いただきますようご案内申し

上げます。  

なお、受講ご希望の方は、別紙申込書に記入のうえ、（一社）大阪府測量設計業

協会事務局までメール又はＦＡＸにてお申し込みください。  

 

記  

 

１．日  時  平成２８年１１月２１日 (月 ) １３時００分～１６時３０分  

 

２．場  所  大阪キャッスルホテル ７階 「菊の間」  

        大阪市中央区天満橋京町１－１ 電話 ０６－６９４２－２４０１ 

         （地下鉄谷町線「天満橋」駅・京阪電車「天満橋」駅 真上西側） 

         http:/ /www.osaka-castle.co.jp/ 

 

３．主  催  一般社団法人 大阪府測量設計業協会  

 公益社団法人 日本測量協会 関西支部  

 公益財団法人 日本測量調査技術協会 近畿ﾌﾞﾛｯｸ委員会  

 

 

 

 



 

４．プログラム  

 

時  間 内  容 

13：00～13：10 (開会挨拶） 

13：10～14：40 

講師：大阪大学大学院工学研究科 教授 矢吹 信喜  
演題：ＩＣＴ（情報通信技術）の全面的な活用と国の今後の取  
   り組みについて  
 
土木情報学委員会を通じての国の今後の施策を解説し、いかに ICT を活

用し、経営に反映していくか、どのような対応をしていくべきかを解説 

14：40～14：55 休憩 

14：55～16：25 

講師：クモノスコーポレーション株式会社  

      代表取締役社長  中庭 和秀  

   西尾レントオール株式会社  

      通信測機営業部 建設 ICT 営業課 課長 山口 秀樹 

演題： i-Construction での具体的な現状と取組について  

 
MMS、３D スキャナーを用いた点群データを活用しての具体例の紹介。 

出来形管理、変位計測、橋梁計測活用事例等、設計や計画データの「ＩＣ

Ｔ（Information and Communication Technology：情報通信技術）」を

活用することで高効率・高精度の施工が出来る、その具体的な事例を解説 

16： 25～  閉会挨拶  

 

 

５．参 加 費  会 員 1,000 円    非会員 3,000 円（会場代・資料代） 

        当日申し受けいたします  

        急なキャンセルは参加費をご請求させていただきますので、ご了承ください 

 

６．募集人員  １００名  

        定員になり次第お断りをすることもございますのでご了承ください。 

 

７．申込期限  平成２８年１１月１５日 (火 ) 

 

８．問合せ・申込先  一般社団法人 大阪府測量設計業協会  

             電話番号  ０６  －６９４２－７２７０  

             ＦＡＸ番号  ０６  －６９４２－７２７３  

   メールアドレス  oosakass@oak.ocn.ne.jp 

 

※測量系 CPD３ポイント・建設系 CPD３ポイントの認定を受けています。  

 
 
 

※受講票は返送いたしません。 

 定員超過でお断りする以外はご連絡いたしませんので、当日は受付までお越しください。 

 ご本人様確認のため、お名刺のご提示をお願いいたします。 

 



【講師のご紹介】  
 

矢吹信喜
や ぶ き の ぶ よ し

 氏  
 

所属 大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻   

学歴 昭和 57 年 3 月 東京大学 工学部 土木工学科卒業    
 平成元年６月 スタンフォード大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了（M.S.）  
 平成４年６月 スタンフォード大学大学院工学研究科土木工学専攻博士課程修了（Ph.D.）  

主要職歴 平成 11 年 5 月  室蘭工業大学工学部建設システム工学科助教授 

 平成１９年４月 室蘭工業大学工学部建設システム工学科准教授    

 平成 20 年 4 月 大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻教授 

所属学会 1.土木学会  主な受賞    
 2.日本バーチャルリアリティ工学会  土木学会土木情報学論文賞受賞（2012，2014） 
 3.日本感性工学会       
 4.IAI 日本   日本建設機械化協会優秀論文賞（2009） 
 5.電力土木技術協会      
 6.ACM   電力土木技術協会高橋賞（1989）  

 7.IEEE       
 8.日本建築学会       
 9.ASCE       
 10.日本建設機械施工協会      

 
 

中庭和
な か に わ か ず

秀
ひ で

 氏  
       

所属 クモノスコーポレーション株式会社 代表取締役社長   

学歴 昭和５８年３月 福岡大学工学部・土木工学科卒業   
  建設会社勤務     
 昭和６１年 測量会社起業     
 平成７年 関西工事測量株式会社（現：クモノスコーポレーション株式会社）を設立 
       

主な受賞・ 
表彰 

平成２０年 土木学会技術開発賞 受賞     

 平成２１年 国土技術開発賞 受賞   
  大阪府発明功績者 表彰    
 平成２２年 文部科学大臣科学技術賞 受賞    

  
 

   

       

 

山口
やまぐち

秀樹
ひ で き

 氏  
 
 所属       西尾レントオール株式会社 通信測機営業部 建設 ICT 営業課 課長 
 学歴       平成 6 年 3 月  関西学院大学 法学部・法律学科卒業 
           同年 4 月     西尾レントオール株式会社 大阪支店 測器課 入社 
    平成 24 年    東京・仙台・名古屋赴任の上、現職に就任 
            
 所属学会    土木学会   建設 3 次元情報利用研究小委員会 
           日本建設機械施工協会 I-Con 普及 WG ・ICT 活用戦略 WG 
 
 受賞       平成 27 年度 建設施工と建設機械シンポジウム優秀ポスター賞  

 



平成２８年度 

測量設計業トップセミナー参加申込書 

     

所属団体 

（所属の団体に○印をご記入ください） 

 (一社)大阪府測量設計業協会 

 (公社)日本測量協会 

 (公財)日本測量調査技術協会 

 非会員 

 

 

貴 会 社 名 
 

連絡先 

 

電話番号  

FAX 番号  

Ｅ-mail  

申込者氏名  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

※必ずフリガナをご記入ください。 

※受講証明書を発行いたしますので、お名前は楷書体でわかりやすくお書きください。 

※受講票は返送いたしません。 

 定員超過でお断りする以外はご連絡いたしませんので、当日は受付までお越しください。 

 ご本人様確認のため、お名刺のご提示をお願いいたします。 

 
  申込先 一般社団法人 大阪府測量設計業協会  

          申込先 ＦＡＸ番号 ０６－６９４２－７２７３  

               ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  oosakass@oak.ocn.ne.jp 


