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１．はじめに
（測量の意義と役割）
測量は、国土やその上に構築されている様々な社会インフラの位置、形状な
どを測定し記録するという、我が国の社会経済活動のための基礎的な情報基盤
を整備する重要な役割を担っている。社会インフラの整備を行うためには、あ
らかじめ国土の姿を適切に捉えることが不可欠であるが、こうした取組を行う
上で最初に行われる測量は、各時点における国土を測るという重要な役割を担
っている。また、測量の成果は、社会インフラの整備のみならず、その管理を
はじめとする国土管理や保全にも広く活用されており、それ自体が国民の安全、
安心を支える社会インフラの一部といえる。
自然災害などに備えるという観点においても、測量の成果が広く活用されて
いる。災害が発生した場合、その被災状況を迅速に、空間的かつ定量的に把握
することが必要となるが、測量はこうした場面でも常に行われている。測量に
よって把握された情報をもとに、災害への応急対応、災害からの復旧・復興な
どが検討・実施されているほか、こうした情報を蓄積し、新たな調査・測量の
情報と組み合わせることで、今後発生が想定される災害に備えるための効率的
かつ科学的な対策も行われているところである。
地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号）では、現在及び将
来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で、
地理空間情報の高度活用を推進することが極めて重要であることを踏まえ、地
理空間情報の活用推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが示
されている。平成 27 年となった現在、位置情報をはじめとする地理空間情報
を活用したサービスはさらに発展しており、多くの分野で導入されている。自
分のいる位置を把握し、これを手がかりとして高度なサービスを展開する社会、
いわゆる地理空間情報高度活用社会は、例えば車両や歩行者の適切な誘導や、
効率的な物流の推進、安心・安全に関する情報の共有など、多種多様な業界で
実現しつつあるが、こうした地理空間情報高度活用社会を支えるために必要と
なる地図などの地理空間情報は、いずれも測量によって整備されている。
このように我が国の経済社会の安定的な運営を支えている測量は、測量に関
する適切な知識や技能を修得した、測量士・測量士補資格などを有する測量技
術者により行われている。品質の高い測量成果を得るためには、正しく測量作
業を行い、成果の精度を確保し、適切にこれを記録することが必要であり、こ
れを測量技術者が担っているところである。
（測量技術者をめぐる近年の情勢）
測量士・測量士補資格は、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）により定めら
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れている測量技術者に関する国家資格であり、その登録などを測量法に基づき
国土地理院において所掌しているものである。社会情勢が変化する中で新たな
社会ニーズに対応できるよう、測量技術者が測量技術に関する広く深い知識を
習得し、測量作業をより円滑に実施できるようにすることを目的として、測量
士・測量士補資格制度のあり方の検討が、平成 19 年度から 21 年度にかけて、
国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会（以下「懇談会」という。）
の下に設けられた測量資格制度部会において行われた。平成 22 年 3 月に懇談
会に示された報告書では、測量技術者の資質確保の観点から現行の制度を見直
し、特に測量士の資格付与については、一律に試験を課すとともに、実務経験
の義務化を採用することが考えられるという提言が取りまとめられている。
測量技術者を取り巻く社会情勢や環境は変化を続けている。我が国の建設投
資の長期逓減傾向は続いており、国の公共事業や、その先駆けとして行われる
測量は、平成に入るとその事業量が大きく減少している（参考資料 1-1、1-2 参
照）。これは、測量を請け負ってきた測量事業者に大きな影響を与えており、
国土交通省に登録されている測量事業者の数は平成 15 年度以降減少を続けて
いる（参考資料 1-3 参照）。また、中小の測量事業者を中心に、新たな測量技
術者の雇用を抑制する動きもみられ、実際の測量作業に従事する測量技術者が
減少するとともに、結果として測量技術者の高齢化が著しく進んでいる。
近年、東日本大震災からの復旧・復興施策や様々な経済対策の効果などもあ
り、測量の事業量は、以前と比べると若干増加する傾向がみられる（参考資料
1-2 参照）。そのような中、測量事業者の間では、測量技術者の不足が新たな課
題として浮上してきており、女性や若年者を中心とする新たな測量技術者の担
い手を確保することが強く求められるようになっている。こうした状況の中で、
測量資格制度部会における提言に基づく、測量士・測量士補資格制度をより厳
しいものとする案について、現状との整合が必要になっている。
一方で、測量技術者が活躍すべきフィールドは、これまで以上に広がりつつ
ある。新たな測量技術が次々に登場し、従来の測量技術の枠に収まらない知識
や技術、経験が求められる場面も増えている。また、これまで多くの測量はイ
ンフラ整備の先駆けとして行われてきたが、インフラの長寿命化を進める動き
が強まる中で、その維持管理などを目的とするこれまでとは異なる新たな手法
や技術を活用した測量が今後増えることが予想される。さらに、品質の高い地
理空間情報をより効率的に整備することや、地理空間情報を高度活用する上で
の測量精度確保の観点からの技術的な関与など、測量技術者が積極的に関与す
る必要性も高まっている。ICT などの様々な技術と測量技術を融合すること
で、新たなサービスの展開につなげることも期待されており、こうした分野に
おいて活躍できる高い資質を持つ測量技術者を育成することは重要な課題で
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ある。
（測量技術者育成検討部会による検討）
こうした状況を踏まえ、測量技術者、特に女性や若年者の測量技術者を計画
的に確保・育成していくための方策について検討を行うため、懇談会では、鹿
田正昭金沢工業大学教授を部会長とする測量技術者育成検討部会（以下「検討
部会」という。）を平成 26 年 9 月に設置した。検討部会は学識経験者や測量
関係団体の代表者、行政機関の関係者など計 10 名の委員から構成されており、
平成 26 年度から 27 年度にかけて合計 8 回の会合を開催し議論を行った。途
中、平成 27 年 3 月には中間取りまとめを作成し、懇談会に対し報告を行って
いる。
検討部会では、地理空間情報の整備や活用の分野において有能な測量技術者
が十分活用されていないことや、測量技術者の不足が顕在化しており女性や若
年者を積極的に取り込む必要があることなど、測量技術者や測量事業者を取り
巻く現在の情勢について、関係者から聴取した意見を踏まえ整理を行った。そ
の上で、測量技術者の技術力を向上させ活躍の場を拡大するための取組と、測
量技術者の担い手不足を解消するための取組の２つの観点から、課題解決に向
けて取り組むべき 16 方策について、その検討時期などを含めて整理を行った。
また、特に早急に取組を始めることが必要な方策の一部を対象に、具体的な取
組内容や方針について踏み込んだ検討を行った。なお、測量技術の進展や測量
を取り巻く環境変化に的確に対応できる測量技術者を確保する必要性につい
ては従来とは変わっておらず、平成 22 年まで検討が行われた測量資格制度部
会で提言された測量士資格制度の改正については、引き続き具体化に向けた検
討が必要であるという点は変わっていないものの、現在の状況下で早急な制度
改正を行うことは生じる影響が大きく、より適切な方策を長期的に検討するこ
とが必要であることが確認された。
本報告書は、検討部会における議論の背景や課題などを整理し、こうした課
題に対応するために今後関係者が一体となって取り組むべき測量技術者育成
のための様々な方策について、その具体的な内容や、今後さらに検討すべき事
項などを示したものである。また、こうした取組を測量に関する関係者が今後
一体となって進めていく中で、国土地理院が果たすべき役割について、国土地
理院に対する提言として示したものである。
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２．測量技術者を取り巻く情勢と課題
（公共事業を取り巻く状況変化）
測量は、公共事業を行う際の最上流部に位置する事業であり、いわゆる建
設サービス業の１つである。このため、測量の事業量は、国全体の公共事業
の規模とも密接な関係がある。
我が国の公共事業費は、平成 10 年前後をピークにそれ以降減少しており、
平成 20 年代には、ピーク時の半分程度となっている（参考資料 1-1 参照）
。
また、例えば公共測量をみた場合、その事業費は、国の公共事業費の推移を
若干前倒しする形で、同様に減少しており、昭和 60 年代をピークに平成 10
年代後半にかけて大きく減少している（参考資料 1-2 参照）。国土地理院が
実施している公共測量実態調査の結果では、最も減少した平成 16 年の公共
測量の事業費は、ピークだった昭和 61 年と比べると、1/8 以下まで減少し
ており、国全体の測量の事業量が減少していることが分かる。
こうした測量事業量の減少は、これを業とする測量事業者の数や、従事す
る測量技術者の数、年齢構成などにも大きな影響を与えている。例えば、測
量法に基づき国土交通省に登録されている測量事業者数は、平成 15 年をピ
ークに減少を続けており、平成 26 年には、ピーク時から約 18%も減少して
いる（参考資料 1-3 参照）。また、測量の事業量が減少したことで、測量事
業者においては新たな測量技術者の採用も手控えられてきた。この結果、測
量事業者に在籍する 20 代、30 代の若手測量技術者の数が近年急激に減少し
ており、結果として測量技術者全体数の減少と測量技術者の高齢化が進むこ
ととなっている（参考資料 1-4 参照）。
このような傾向は、測量業界の中の大多数を占める中小の測量事業者ほど
顕著である。現在登録されている測量事業者の 90％以上は中小事業者であ
り、こうした中小の測量事業者の多くは、測量業を専業とする事業者である。
このため測量事業量の減少は、中小事業者にとっては会社の経営に大きく影
響を与えるものであり、結果的に中小事業者ほど近年の登録事業者の減少割
合が大きくなっている（参考資料 1-5 参照）
。また、測量技術者の減少や高
齢化により、現場で中心となって活躍できる測量技術者が減少することで、
新たな事業に着手することが難しくなるなど、中小事業者にとっては影響が
大きい（参考資料 1-6 参照）。
測量技術者が減少している根本的な原因は測量事業量の減少であり、事業
量を確保し増やすための努力を行うことは重要であるが、現在の社会情勢を
かんがみると、新たなインフラ整備を目的とした公共事業が継続して増加す
る見込みは少なく、むしろ長期的には減少傾向となる可能性が高い。一方で、
これまでのような新たなインフラ整備に代わり、老朽化するインフラの維持
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管理のための公共事業は増えることが想定され、測量分野についても、イン
フラの維持管理のための測量へと事業の重点が移っていくことも考えられ
る。こうした中で、測量技術者が活躍できる場を拡大しつつ、新たな測量技
術者の担い手を継続的に確保することは重要な課題である。
測量技術者の減少などの現在の状況は、測量作業を円滑に実施する上での
技術継承の観点でも懸念事項となっている。測量技術は座学で得るものもあ
るが、経験を積み重ねて習得する部分が多い。測量技術者の多くは、測量の
実務を経験する中で、先輩の技術者から技術を学んでおり、これにより測量
技術が継承されてきた。ところが、若手測量技術者が極端に不足することで、
こうした技術者に対する円滑な測量技術の継承にも支障をきたす恐れが出
てきている。
（測量に対する国民の理解とイメージの固定化）
測量という言葉は、ほとんどの国民が知っている、非常に一般的な単語であ
る。このことは、測量が、国民生活に身近な技術分野であることを、暗黙的に
意味しているものといえる。一方で、測量という業務に対して多くの国民が抱
いているイメージは、必ずしも測量業の実態や全体像を的確に示しているとは
いえない。多くの国民が測量という言葉を聞いて思い浮かべるイメージといえ
ば、工事現場や道路沿いなど、野外において測量機器を覗いて何かを測ってい
る、というものであろう。そのイメージはあくまでも漠然としたものであり、
測量で何を、どのように測っているのか、どれくらいの正確さで測っているの
か、といった具体的な話に限らず、何のために測量をしているのか、測量の結
果は何に使われているのかといった意義や役割について、多くの国民に理解し
てもらえていない。さらに、日常的に利用している地図が測量によって整備さ
れていること、様々な地理空間情報サービスが、測量による基盤整備によって
成り立っていることについても同様であり、測量の本当の姿や重要性は、測量
技術者や関係者などのごく一部の者にしか理解されていない。
また、実際の測量作業は、野外での実測作業以外の内業も多く、測量技術者
がたずさわることができる測量作業の局面や内容も、多岐にわたっている。さ
らに近年は、測量成果を活用した様々な地理空間情報産業にたずさわる測量技
術者や測量事業者も増えている。しかしながら、一般の国民が抱く測量業のイ
メージは、野外における肉体的な重労働のみの業種というものが強い。
新たな測量技術者の担い手として女性や若年者を取り込む取組や、測量技術
者の役割を拡大するための取組を進める上で、測量業に対するイメージが固定
化していることや、測量の意義や役割が多くの国民に正しく理解してもらえて
いないことは、大きな負の影響を与えている。例えば、生徒・学生が測量技術
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者になることを目指そうとしても、測量に対するイメージや測量技術者に対す
る不十分な理解が原因となって、親の反対により断念せざるを得なかったとい
う実情が存在することは、関係者から多く報告されている。測量技術者の担い
手の直接的な候補となる女性や若年者のみならず、こうした者の親の世代の
人々に対し、測量に対する適切な理解を得ることは重要な課題である。
（地理教育の拡充の必要性）
地図は多くの国民が、インターネット、カーナビ、書籍や雑誌など様々な媒
体を通じて日常的に利用しており、その重要性はよく理解されている。また、
義務教育時に行われる地理教育を通じて、地図の読み方や利用の仕方の基礎的
な知識を多くの国民が学習しており、一定の知識（リテラシー）は得ている。
しかし、多くの場合、地図記号の理解や地名の読み取りにとどまっており、地
図がどのように作られているのかといったことや、地図整備のために行われて
いる測量の意義や役割についてはほとんど教えられていない。また、一般的な
技術として普及している電子地図や GIS などを用いた地理空間情報の活用ス
キルの育成についても、現行の地理教育では十分に対応できていない。
地理教育は、小中学校における義務教育期間に限らず、高校、大学における
教育、さらには生涯学習として継続的に行われることが重要である。今後、持
続可能な社会づくりに必須となる地球規模の諸課題や地域課題を解決してい
く力を養う地理教育はますます重要となっているが、例えば高校における地理
教育については、近年、地理系科目の授業時間数が減少したり、履修する学生
が減少したりするなど、若年層において地理的・空間的思考のための基礎知識
が不足していることが懸念されている（参考資料 1-7 参照）。また地図は、例
えば地形の特徴などを頼りに広域の地図から必要な場所を特定したり、周辺の
場所との地理的位置関係を理解したりするといったような、“能動的な”利用
を行うことが可能であるが、インターネットの地図サービスやカーナビなどに
おける検索機能が充実する中で、地図を“受動的に”しか利用しない者も増え
ており、結果として重要な国や都市の地理的位置がわからない学生が増加して
いるとの指摘もある（参考資料 1-8 参照）。地理教育の充実により国民、特に
若年者の地理空間情報リテラシーを向上させることで、地理空間情報に対する
国民の関心を高め、測量に対する理解が深まり、最終的には測量技術者の育成
に寄与することが考えられる。
（測量成果の流通促進にともなう測量技術者の役割の変化）
近年の情報化の進展は測量技術の分野にも及んでおり、既に多くの測量成
果について電子データとして整備されている（参考資料 1-9 参照）。さらに、
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オープンデータ化の動きもあり、徐々にではあるが、こうした測量成果の二
次利用可能な形での一般の者に向けた提供が始まっている。電子化された測
量成果は、PC などを用いて容易に利用や加工することが可能であり、様々
な分野において利用が進められるきっかけとなっている。特に都市計画基図
などの地理空間情報は、これまで以上に多くの分野において利用が進められ
ており、GNSS による測位技術の普及と相まって、新たな地理空間情報サー
ビスの展開が始まっている。
これまで測量成果、特に基本測量や公共測量の成果は、別の公共測量など
を行うために二次利用されることが中心であり、その利用者は測量技術者が
ほとんどであった。例えば地図の場合、地図調製を業とするごく一部の測量
事業者を中心に利用されてきた。今後、測量成果の利用者の裾野が広がるこ
とで、新たな地理空間情報産業・サービスが展開され、社会経済的にも非常
に有益な状況が生じることが期待できる。また、インフラ整備のために実施
した測量の成果を、インフラの保守や管理にも活用するなど、情報の再利用
を進めることで、地理空間情報高度活用社会の実現に寄与することが期待さ
れる。
一方で、測量技術者以外の、測量に関する知識や技能を十分に有しない技
術者が測量成果を扱うことによって、従来は想定していなかった問題も生じ
るようになっている。例えば、測量成果が持つ特徴や、本来持っている測量
誤差を無視して測量成果が利用されることで、正しく整備された測量成果が
不正確な情報として利用者に伝わり、その評価を下げることも起こっている。
こうしたことが続くことで、国民の測量成果への信頼性も低下することが懸
念され、その結果、これを整備した測量技術者の評価を貶める危険性がある。
正しく測量成果を活用する上で、測量技術者が保有している知識や経験を活
用することが重要であるが、こうした点については、現時点では、測量の関
係者をはじめ国民の中に十分認識されていないのが現状である。
逆に、例えば測量技術と情報処理技術の双方に精通する技術者が地理空間
情報を取り扱うことで、地理空間情報の付加価値がさらに増すことが期待で
きる。地理空間情報の多くは測量により整備される測量成果であり、その内
容や価値、空間的な情報の重要性は、測量技術者であればこれまでの経験を
通じて体得しているものである。しかしながら、地理空間情報社会における
測量技術者の技能や経験の重要性について十分アピールできておらず、また、
社会全体においても十分認知されていないことから、測量技術者が活躍でき
る場面が、限定的なものとなっている。
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（測量技術者の将来像とキャリアパス）
測量技術者は、公共測量をはじめとする様々な測量作業に技術者として従
事し、保有する技能などを活用して必要な精度を確保しながら測量を行って
いる。また測量士は、測量の実施に当たっての計画策定にも関与し、効率的、
経済的な観点や、より高品質な測量成果を得るという観点から、円滑な測量
作業の実施に寄与している。
このように、測量技術者は測量作業を行うことで地理空間情報の整備に携
わってきたところであるが、これに加えて近年は、地理空間情報の活用など
の従来までの測量技術者の枠を超えた、様々な業務に対しても技能を発揮す
ることが求められるようになってきている。
しかし、そうした新たな社会ニーズに対応するために測量技術者が習得し
ておくべき能力や知識、技術などは整理されておらず、また、そうした能力
などを学習する方法なども体系化されていない。一部の技術者は、自発的に
学習を行い、必要な能力などを習得しているが、あくまでも個々の取組にと
どまるものであり、測量技術者全体のスキルアップにつながっていない。
測量に関する能力についても、測量士補、測量士を取得する段階までは、
測量技術者が進化する方向性やレベルなどが一定程度明らかであるが、測量
士資格の取得後については必ずしも明確ではなく、測量技術者のキャリアパ
スが分かりにくいものとなっている。こうした状態は、新たに測量技術者を
目指す者に対し、自らの将来像を不明瞭なものと感じさせる恐れがあり、新
たな担い手を確保する上での障壁となりかねない。さらには、測量業に対す
る世間の評価を下げ、担い手不足が一層深刻化する事態につながることも懸
念される。
現在、測量技術者の知識や技術などを示すための資格制度としては、測量
関係団体が制定した様々な民間測量技術者資格が存在している（参考資料 110 参照）。こうした民間測量技術者資格は、測量士・測量士補資格と比べ、
より高度な技能を求める資格であり、測量技術者がステップアップを目指す
上で利用される場合が多い。測量士・測量士補資格とこれら民間測量技術者
資格との関係については、多くの者が理解できるよう整理することが必要で
ある。また、例えば地理空間情報の活用分野などに測量技術者が活躍の場を
広げる上で習得すべき知識や技能と、これらの資格制度との関係を明らかに
し、測量技術者がどのような資格の取得を目指すことが望ましいかを、測量
技術者自身が理解できるようにすることが必要である。
（測量士補に対する意識）
測量士補は、測量に従事する者として測量法には位置づけられているが、
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実際には測量士の補助者という認識が社会全体に広く浸透している。このた
め、国や地方公共団体などが測量の業務を委託する際には、作業を行う測量
事業者に対し、当該作業に従事予定の測量士を一定の数以上確保しているこ
とを要件としていることが多い。この結果、測量事業者は測量士補よりも測
量士を求めるようになり、特に中小の測量事業者ほどその傾向は強くなる。
実態としても、測量技術者に占める測量士の割合は、中小の測量事業者のほ
うが高くなっている（参考資料 1-11 参照）。
比較的大手の測量事業者では、測量士補のみを有する測量技術者や測量に
関する資格を有しない技術者を採用し、各事業者の職務内容に合った測量や
測量以外の有益な技術や能力を指導し育成する方針をとっている場合もみ
られる。一方、中小事業者では、業務が測量に特化していることも多く、即
戦力として現場で活躍できる測量士を求める傾向がみられる。また、専門高
校や測量専門養成施設の卒業生などの測量士補資格を有する若年者を採用
し、業務を通じて実務経験を積むことで早期に測量士資格を取得させるとい
う人材育成計画をとっている場合も多い。
測量技術者が不足するという状況においては、測量士補を測量士補として
正しく活用することについて検討することも必要である。このためには、測
量業務の発注者側である国や地方公共団体側の理解を進めることも必要で
ある。なお、現在のような測量士を求める社会的な風潮がある中で、測量資
格制度部会の提言に基づき測量士の取得基準を厳格化することは、特に中小
の測量事業者にとって、必要な測量技術者の確保や業務を継続する上で大き
な問題であることから、実施の方法や対策について慎重に検討することが必
要である。
（女性の進出が著しく遅れている測量分野）
測量技術者を目指す女性は近年若干増えつつあるが、測量士・測量士補試
験受験者のうち、測量士試験で約 6％、測量士補試験で約 11％（いずれも平
成 27 年試験）と女性受験者の割合は未だ多くなく、１割程度に留まってい
る（参考資料 1-12 参照）。また、公共測量に従事している測量技術者に占め
る女性技術者の割合も 5％未満であるなど、女性の進出が著しく遅れている
業種といえる（参考資料 1-13 参照）。
これは、女性の進出が著しく遅れているため、
「男性にしかできない仕事」
という先入観を一般にもたれていることによると考えられる。数は少ないも
のの、やりがいを感じて野外の測量作業や現地調査に従事している女性測量
技術者がおり、仕事が丁寧でとても良いと建設現場で好意的に受け入れられ
ている事例も増えている。最近は、親の家業の後継者として女性測量技術者
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が活躍しているケースも多い。また、測量技術者の業務内容は多岐にわたっ
ており、野外の測量作業で得られたデータを吟味、分析して測量成果として
取りまとめたり、GIS や AI（画像処理システム）などの最新技術を駆使し
て地図データの作成を行ったりするなど、いわゆる内業と呼ばれる重要な測
量業務において専門家としてのスキルを磨いている女性測量技術者も多い。
新たな測量技術者の担い手不足が課題となる中で、女性が活躍できる環境
を整備することは非常に有効な対策である。また、様々な特技や知識を持つ
測量技術者を育成するという観点、つまり測量技術者の多様性を確保すると
いう観点からも、測量業における女性の進出を促進することは必要である。
一方で、これまで測量業に携わる技術者の大半が男性であったこともあり、
労働環境や勤務体制などが、必ずしも女性には適していない状況も存在して
いる。女性のライフイベントなどを考慮した対応を行うことで、多様な人材
の新規就業、継続雇用につなげることが必要である。
（測量を学ぶ環境の変化）
現在、測量士、測量士補を取得する者の約半数は、大学において測量を学
び卒業した者である（参考資料 1-14 参照）。このため、測量技術者の育成に
ついて検討する際には、大学における測量を学ぶ環境についても対象とする
ことが必要である。
少子高齢化が進む中で、近年は大学の入学定員は微増しているものの、入
学者数は減少傾向となっている（参考資料 1-15 参照）
。多くの大学では、よ
り多くの学生を取り込み多様な学生を育てることを目指し、学部・学科の改
編が行われている。こうした状況の中で、理学系の学部や土木系の学科を中
心に実施されていた測量に関する一部の講義が、その他の学部・学科でも行
われるようになっている。これは、地理空間情報社会が広がる中で、測量に
関する知識の重要性が、学問の世界では少しずつ認知されてきたことを示し
ていると考えることができる。
一方で、測量を学び卒業すると測量士補資格を得ることができる（さらに
実務経験を積むことで測量士資格を得ることができる）大学の学部、学科な
どにおいては、カリキュラムの見直しなどにより、測量に関する講義の授業
時間数が減少し、測量技術者に必要とされる知識や技能を十分に得ることが
難しくなっている。また、近年は学生の主体性を尊重し、多くの講義が選択
科目となっており、必ずしも理学系の学部や土木系の学科を卒業したからと
いって、測量に関する十分な講義を受講し、必要な素養を得ているとは限ら
ない状況となっている。
測量学を教える上で必要となる大学側の環境整備に関しても課題が多い。
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新たな測量技術が次々に登場する中で、測量に関する講義で使用する測量機
器や教材を準備することに加え、これらを適切に教えるための知識や経験を
測量学の教員が適切に身につけることは相当な負担となっている。測量学の
教員に関しては、大学の測量教育機関や測量教育科目など、測量学を専門的
に履修することができる場が現在は限られており、測量学を教えることがで
きる教員が将来大幅に不足することも懸念されるところである。こうした測
量に関する教育環境の整備や教員の確保は、大学、短大、高校などで共通の
課題である。
測量技術者の育成にこれまで大きく貢献してきた測量専門養成施設にお
いても、取り巻く状況は大きく変化している。測量を専門的に学ぶことがで
き、測量士、測量士補資格の取得に直結する知識や能力をもつ技術者を数多
く養成してきた測量専門養成施設は、測量事業量の減少の影響もあり、近年
その活動が大きく縮小している（参考資料 1-16 参照）。ピーク時には全国に
18 校あった測量専門養成施設は、現在 9 校まで減少しており、入学者数も
ピーク時の 1/7 まで減少している（参考資料 1-17 参照）。測量専門養成施設
の卒業生は、測量技術者として十分な知識や経験を得ていることから、多く
の測量事業者も即戦力として期待しており、就職難といわれる時代を含め卒
業後の就職率は一般と比べ極めて高い。しかしながら、測量技術者を目指し
て測量専門養成施設に入学する者が大きく減少している状況は、将来の測量
技術者の担い手を確保する上で大きな課題であり、早急に対策を検討するこ
とが必要である。
制度上の問題が、測量教育や新たな担い手確保の課題を生じさせている例
もみられる。例えば、現在の測量士・測量士補資格制度では、一定の要件を
満たす大学、短大、高専などにおいて、測量に関する必要な科目を履修し、
これを卒業することで資格を得ることが可能となっている。一方で、大学で
必要な知識を得たものの飛び級のため卒業していない者や、大学院、大学校
などで測量に関する必要な科目を履修した者については、こうした資格を得
ることができない。また、測量専門養成施設においては、教授する科目や時
間数、保有する測量機器などが法令上規定されているが、現在の測量技術や
ニーズに必ずしも整合しておらず、適切な授業が実施できなかったり、測量
専門養成施設にとって過度な負担となっていたりする点もある。こうした課
題に対し、制度の改善に向けた対策を講ずることが必要である。
（新しい技術の登場と、これへの対応）
近年の測量技術の進展により、従来とは異なる測量手法、測量機器などが
多く開発され、実際に利用が始められている。また、ICT などの他の科学技
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術と融合させることで、効率的で経済的な測量が実施できるようにもなって
きている。GNSS を利用した測位技術についても、準天頂衛星みちびきの整
備推進や、GLONASS、Galileo などの利用開始など、その利用環境が大き
く整備され、より高精度な測量ができるようになってきた。
こうした新しい測量技術が登場すると、従来とは作業方法が大きく変化す
ることも多い。場合によっては、従来では一定の常識として考えられてきた
事項が、新技術の登場により覆されることもある。近年、測量の事業費が大
幅に減少している中で、より経済的に測量を実施することも強く求められて
おり、こうした新たな測量技術を適切に利用できるよう、測量技術者として
も対応することが求められている。
新たな測量技術や測量手法は、単に日常の測量業務を繰り返すだけでは習
得できず、機会を捉えてこうした新たな技術に関する研修会などに参加し、
実際に新たな技術を経験することが必要となる。また、こうした学習や経験
は、繰り返し継続して行うことが重要である。測量技術者がこうした新技術
に対応できるよう、各事業者においても必要な研修を行ったり、所属する測
量技術者を他者が行う研修会に派遣したりするなど、学習の場を提供するた
めの取組が必要といえる。
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３．これらの課題に対応するための方策案
検討部会では、こうした測量技術者を取り巻く課題について認識を共有する
とともに、課題に対する方策について様々な観点から議論を行った。部会の各
構成員から示された様々な提言を踏まえ、これらを以下の 16 の方策として整
理した。なお、幾つかの方策は取り組む方向性が同じであり、類似の内容を含
むことから、束ねた上で 12 個に整理している。
○業界全体での一体的な広報の強化（パンフレット、教材作成）
測量技術者が社会に貢献している役割や、品質の高い地理空間情報の整
備における測量技術者の重要性について、広く国民に理解されていないこ
とが、新たな測量技術者の担い手の確保の障壁となっていることから、こ
うした役割や重要性を積極的に国民に対して伝えることが必要である。こ
のため、測量に関する産学官全体の広報戦略を作成し、広報すべき内容や
ターゲットを明確にした上で、戦略に沿った業界全体での一体的な広報の
強化を行うことが考えられる。例えば、測量技術者の役割や活躍の場につ
いて分かりやすく説明したパンフレットなどの教材を作成し、新たな担い
手の候補である生徒や学生、さらにこれらの親の世代の方々への説明に業
界全体が一体となって活用することで、正確な測量技術者像をイメージし
てもらい、社会的使命や将来性を理解してもらうことが期待される。こう
した広報活動を国民に対して着実に実施することにより、測量が持つ社会
的な使命の重要性が認識され、最終的には測量技術者の社会的地位向上に
つながることが期待される。
また、こうした取組を進めることにより、測量技術者自身が、社会イン
フラ整備や地理空間情報利活用推進という重要な役割を担っているとい
う自らへの認識を高めることにつながることが期待できる。特に測量士に
おいては、新たな測量技術を活用して測量成果を効率的に整備するための
計画策定を担う役割と資質を有しており、策定した計画やこれに基づく測
量を通じて社会に貢献している、という自らへの認識を高めることが可能
となる。
なお、本方策については、新たな測量技術者の担い手確保や測量技術者
の活躍の場の拡大に向けた他の方策を進める上でも重要な事項であり、継
続して取組を続けることが必要であることから、検討部会においては、早
期に検討及び着手が必要な方策と整理している。
○インターンシップの積極導入
新たな測量技術者の担い手の候補となる生徒や学生に対して、測量業務
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への正しい理解を進め、測量業界へと引き込むことが重要である。このた
めの１つの方策として、こうした生徒や学生が、就職前の段階で、測量業
務などに関する適切な情報を入手することができる環境を整備すること
が考えられる。近年、就職前の段階でのインターンシップが様々な分野で
導入されているが、測量分野においても積極的に活用し、新たな測量技術
者の確保に努めることが必要である。
例えば、産学が協同してインターンシップの導入を促進したり、学校関
係者と連携して現役測量技術者による測量に関する講義を実施したりす
ることで、産学のネットワークを強固にするとともに、生徒や学生が測量
業の実情を正確に認識できるようにすることが考えられる。
なお、本方策については、新たな測量技術者の担い手確保に向けた即効
性の高い方策であること、また、測量以外の他分野においても既に類似の
取組が始められていることから、検討部会では早期に着手が必要な方策と
整理している。
○女性のための柔軟な勤務体制の導入（女性のライフイベントに対応した勤
務形態の導入とキャリア形成の仕組みづくり、働き方の多様性に対応するた
めの技術開発及び教育システムの構築）
測量業は、女性の進出が著しく遅れている分野であり、新たな担い手の
確保などの課題を解決する上で、女性の進出を促進し活躍できる場を拡大
するための方策を行うことは不可欠である。例えば、女性測量技術者が野
外での測量作業や現地調査、屋内での地図データ作成や GIS オペレーテ
ィング作業などの様々な測量業務で従事していることを広く周知するこ
とで、活躍の場があることを知ってもらい、女性技術者の新規就業につな
げることも１つの方法である。
一方で、現在の測量業は男性技術者が大半を占めており、必ずしも女性
には適していない労働環境や勤務体制なども存在していることから、女性
技術者が活躍できる環境づくりを進めるためには、そうした状況の改善が
必要である。例えば、他の業界と同様に、女性のライフイベントを考慮し
た多様なキャリアパスの可能性を示すとか、各測量事業者において女性の
ライフイベントに対応した柔軟性のある勤務形態を取り入れる、測量業界
全体でキャリア形成の仕組みづくりを進めるといった取組を進めること
で、女性技術者の新規雇用、継続雇用、再雇用の増加を図ることが考えら
れる。
なお本方策については、現在の女性測量技術者の割合が非常に少ない状
況をかんがみると、早期に検討に着手することが必要な方策であると検討
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部会では整理している。また、労働環境や勤務体制などの改善により女性
技術者が働きやすい環境づくりが一定程度行われた後も、継続して見直し
を行うことが必要である。さらに、例えば測量機器の小型化、軽量化に向
けた開発や新たな測量手法の導入など技術革新による女性技術者の勤務
制約条件の克服や、働き方の多用性に対応した教育システムを構築するこ
とで女性測量技術者の育成を支援することも考えられることから、中・長
期的な視点から技術開発や検討を継続的に行うことが必要な方策である。
○付加的技術力・資格や継続教育の積極的な評価
○高品質な測量成果要求に対応するための技術力向上
測量作業に従事する測量技術者が十分な知識と経験を有していれば、円
滑な測量作業を実施することや、より高品質な測量成果を得ることが可能
となる。特に測量士は、最新の測量技術や地理空間情報の整備・活用に関
する付加的な知識を有していることで、測量作業の計画策定の際にこれら
を活用し、効率的かつ経済的な測量作業計画を立て、これに基づいた測量
を実施することができるようになる。このように、測量技術者が技術力を
向上させることにより得られる効果は大きい。
測量技術者の技術力は、日常の業務の中で得た知識や経験に基づき身に
つけることが多いが、最新の測量技術については、測量関係団体が開催す
る技術講習会の受講や、各種資格の取得に向けた勉強などにより得ること
も多い。
測量技術者がこうした技術講習の受講など、技術力向上に向けた取組を
継続的に行っていることを示す制度として継続教育（CPD：Continuous
Professional Development）制度がある。また、国家資格である測量士、
測量士補以外にも様々な民間測量技術者資格があり、これらは、測量技術
者が付加的な技術力を保有していることを示すものとして利用されてい
る。測量技術者の技術力を向上させるという観点では、こうした継続教育
や民間測量技術者資格に関する取組を一層充実させ、多くの測量技術者が
これらを活用することが考えられる。
なお本方策については、既に一部の取組が関係者の中では始められてお
り、取組内容の拡充や推進を図ることで、測量技術者の活躍の場の拡大な
どに資する効果が高いと考えられることから、検討部会では、早期に着手
が必要な方策と整理している。
○測量技術者が進出すべき民間資格への橋渡し
測量で整備する地理空間情報は、様々な分野で利用される基礎的な情報
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であり、測量技術と ICT などの他の科学技術を組み合わせることで、新た
なサービスが生まれることが期待される。測量技術者が、地理空間情報の
活用サービスの分野など、従来の測量分野を超えた新たな分野に活躍の場
を拡大するためには、測量技術者自身が測量以外の科学技術の知識を身に
つけることが必要になってくる。またこうした新たなサービスを進化させ
るには、ICT 技術者や土木技術者、環境技術者などの他分野の技術者と測
量技術者とが連携したり、他分野の技術者に対し測量技術を習得してもら
ったりすることが必要となる。
他の科学技術分野についても、測量と同様に技術者資格制度があり、十
分な知識を有しているかどうかを示す仕組みがある。今後、測量分野と他
の科学技術の分野との間で連携を進める際には、それぞれの分野の技術者
資格制度の間においても連携を図ることが考えられる。例えば、他の技術
者資格を取得する際に、測量士補であれば一部の試験などが免除されると
いった仕組みや、その逆の仕組み（例えば、他の技術者資格を取得してい
れば、測量士補資格を取得する際の要件が一部緩和されるというもの。）
である。こうした取組を通じて測量技術者と関係する他分野の技術者とが
連携することで、測量技術者が活躍の場を広げやすい環境を整備すること
が考えられる。
また、基本測量や公共測量は、測量士・測量士補資格を有する測量技術
者が従事することが測量法で定められているが、工事やインフラ管理に伴
う測量など、その他の多くの測量においても適切な測量を実施するために
は、測量士などの関与が深まることが望ましい。このため、測量関係団体
や他の関連する業務の関係者、行政機関などの連携を一層強め、測量技術
者の活躍の場を広げることを検討することが必要である。
なお本方策については、どの技術分野に対し測量技術者が今後連携や進
出を目指すことが適切かを検討することが先ず必要であり、その結果を踏
まえた上ではじめて、具体的な連携方策の検討を開始することが可能とな
ることから、検討部会では、中期的に検討が必要な方策と整理している。
○シニア技術者を活用した OJT による技術継承の場の作成
円滑な測量を実施する上で、測量技術の継承は測量にたずさわる関係者
での大きな課題となっている。従来、若手技術者は、ベテランの技術者と
ともに日々の測量作業に従事し、その中で経験的に学習を行うことで技術
継承が進められてきた。しかしながら、若手測量技術者が著しく減少し、
測量現場において技術継承が行われる機会も減少している。
こうした状況の中、技術継承を適切に行うためには、技術継承のための
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研修会の開催など、技術継承の場を多く設けることが必要である。測量と
いう業務の特性を踏まえると、OJT（On-the-Job Training）方式による技
術継承が適切であると考えられる。また、ベテランの測量技術者であるシ
ニア技術者を適切に活用し、こうした者から若手技術者への技術継承が円
滑に行われるよう環境を整備することが方策の１つとして考えられる。
なお本方策については、体制の整備などを行うことで、測量事業者や測
量関係団体など各関係者においてそれぞれ着手することが可能な方策で
あることから、検討部会では、早期に着手が必要な方策と整理している。
○社会ニーズに合わせた試験問題の改定
測量士・測量士補試験は、測量技術者となる上で重要な国家試験である。
測量士試験、測量士補試験に合格した者はそれぞれ測量士、測量士補とな
り、様々な測量業務に即戦力としてたずさわっている現状を踏まえると、
測量士・測量士補試験に合格した測量技術者は、測量の現場において活用
できる知識や技術を保有していることに加え、新たな測量技術に関する一
定の技術や、地理空間情報の活用に関する一定の知識を保有していること
が必要である。一方で、様々な種類の測量の円滑な実施や測量精度の確保
に対し、測量士や測量士補が責任を持つべき技術者であるという立場を踏
まえると、測量士・測量士補試験では、測量に関する基礎的な知識や基本
的な概念、正しい技術者倫理などを確実に保有しているかどうかを確認す
ることが不可欠となる。
こうしたことを踏まえ、毎年実施している測量士、測量士補試験につい
て、対象分野や試験問題の内容を、必要に応じ改定することが必要である。
なお本方策については、毎年実施される試験に合わせ継続して対応が必
要な取組であることから、検討部会では、早期に検討に着手するとともに
今後も継続的に取り組むことが必要な方策と整理している。
○測量士補の活躍の場の拡大
○測量士補の名称変更
測量法で規定されている測量士補の役割は、測量実務を的確に実施する
ことであるが、実際には、測量士補資格に対する世間の印象や、測量士補
資格が単に測量士資格を取得するための通過点になってしまっていると
いう実態があるため、測量士を補助する役割を担っているという位置づけ
に矮小化されている。測量技術者の減少に伴う担い手不足への対応として、
測量士補の位置づけを明確にし、その活躍の場を適正化するための取組を
行うことは、１つの方策として考えられるところである。例えば、現在は
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多くの場合測量士にしか認めていない作業班長について一定の経験を有
する測量士補にも認めるように、請負測量作業共通仕様書を見直したり、
発注者側である国や地方公共団体に対して働きかけたりするといった取
組が考えられる。また、測量士補という名称が、測量士に対する補助者と
いうイメージを生む要因となっているという意見もあり、測量士補の名称
を変更することについても、１つの方策として考えられるところである。
一方で、測量技術者の業務範囲が限定されている中では、測量士補の活
躍の場を拡大することで、逆に既存の測量士の活躍の場を奪うことが懸念
される。こうしたことがないようにするためには、測量技術者全体の活躍
の場を広げる方策を講じる中で、測量士補の役割の明確化や活躍の場の拡
大についても検討を進めることが望ましい。こうした点を踏まえ検討部会
では、本方策については全体的な検討と合わせた中期的な検討が必要な方
策と整理している。また、測量士補の名称変更に関しては、測量法の改正
が必要な方策である。
○測量士（補）認定の学科・科目要件の見直し
○大学卒業等の条件等同等とみなせる「学位の授与」の追加
○測量専門養成施設の科目内容・授業時数等の見直し
現在の測量士・測量士補資格制度では、あらかじめ認定された大学の学
部・学科などを卒業した者に対し、測量士補となる資格を認めている（測
量法第 51 条第 1 号）。短大等においても同様である（測量法第 51 条第 2
号）。認定に当たっては、各学部・学科などにおいて教授されている測量に
関する科目について、大学が発行するシラバスなどを参考として審査して
いる。しかし近年は、必須科目が減少し代わりに選択科目が増える傾向が
多くの大学においてみられ、測量に関する科目を十分に履修せず測量の基
礎的な知識を身につけない状態であっても、卒業に必要な単位取得は可能
であり、結果としてこうした者であっても測量士補資格を得ることが可能
となる事態が生じている。測量士補が測量に直接たずさわることができる
測量技術者であることを踏まえると、測量に関する一定の基礎的な知識を
得ていることは、測量士補となる資格を与える上で不可欠な条件である。
こうした観点から、資格の認定要件について見直すことが必要である。
大学において選択科目が増える傾向や、他の学部や大学などにおける履
修単位についても卒業単位に組み込むことができる制度が広がる中では、
全く逆の課題も生じている。従来、測量に関する科目は、ある程度専門的
な内容であることから、一部の大学の学部・学科などにおいてのみ教授さ
れていた。このため、前述のような学部・学科を認定する制度を設けるこ
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とで、適切に測量士補資格を取得できる者を選抜していた。しかし現在の
大学では、様々な大学の学部・学科において、測量に関する科目が様々な
規模やレベルで教授されている。それぞれの科目を個々に履修するだけで
は、必ずしも十分ではないが、一定の数の科目を履修することで、一定レ
ベルの知識を得ることは可能となっている。ところが、このようにして測
量に関する一定の数の科目などを履修した場合、現在の制度では、測量士
補資格が取得できない。また、例えば、高度な測量教育を実施している大
学院、大学校などで教育を受けた者についても同様に、測量士補資格が取
得できない。測量技術者の担い手を増やす観点を考えた場合、一定の科目
を履修し測量に関する基礎的な知識を十分に得た者に対しては、適切に資
格を付与することができるよう、制度の見直しを行なうことも考えられる
ところである。
測量士・測量士補の資格の取得を目指す一部の者は、測量専門養成施設
において測量を学び、資格を得ている（測量法第 50 条第 3 号及び第 4 号
並びに第 51 条第 3 号）
。測量専門養成施設では、測量に関する様々な科目
の講義や実習が行われているが、授業内容や授業時数、保有すべき測量機
器などについては、法令に規定されている（測量法第 51 条の 4 など）。た
だしこれらの規定は平成 15 年に定められたままであり、実際の現場では
ほとんど利用されなくなった測量機器や測量手法も授業内容の中に含ま
れているなど、測量技術の変化や発展、世の中の情勢の変化に対応できて
いない。こうした点についても、見直しが必要である。
なお、本方策については、それぞれ個別に具体的な課題となっており、
検討部会で検討している測量技術者の新たな担い手の確保や、測量技術者
の活躍の場の拡大といった観点以外の点からも、早期に対応すべき方策で
ある。このため検討部会では、これらの方策はいずれも早期に着手が必要
な方策と整理している。また、これらの方策を実施するためには、測量法
関連法令などの改正が必要である。
○測量士資格の試験一本化及び実務経験義務化
現行の制度では、認定された大学の学部・学科において測量を学び卒業
した者は、試験を受けることなく測量士補になる資格を取得することがで
きる（測量法第 51 条第 1 号）。またその後、一定の測量実務の経験を積む
ことで測量士になることも可能であるが（測量法第 50 条第 1 号）、こうし
た者については基礎的な測量の知識など測量士にとって不可欠な素養や
学識を身につけているか判定する機会は一度もない。これとは逆に、測量
士試験に合格して測量士になった者は、一定の知識や能力を持っていると
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は判定されているものの、一度も実務経験を行ったことがない者であって
も測量士になることができる（測量法第 50 条第 5 号）。こうした者が、実
際の測量の現場に即した測量の計画を立案することは難しい。
測量について十分な知識と経験を習得している者が相応の資格を取得
し、社会で十分な貢献ができるようにするため、またこうした者の社会的
な認知度やステータスの向上につなげるため、測量資格制度部会での検討
結果も十分に尊重して、測量士資格の試験一本化及び実務経験義務化の導
入について、引き続き検討することが必要である。
一方で、測量技術者の担い手確保という社会情勢の変化による新たな課
題が存在することを十分に踏まえることも重要であることから、過度な規
制強化や基準の厳格化となることがないよう、適切な方策を関係機関とも
調整して検討することが必要である。こうした状況も踏まえ、検討部会で
は、本方策については長期的に検討が必要な取組としている。また本方策
を実施するためには、測量法をはじめとする関連法令の改正が必要となる。
○測量教育者の確保（例えば、寄附講座の創設等）
測量に関する十分な知識を持つ生徒・学生を育成することは、新たな測
量技術者の担い手を確保する上では有効な取組であるが、これを行うため
には、大学などにおいて測量を教育できる教員を確保することが必要にな
る。しかしながら実態としては、測量学を教える教育施設の減少に合わせ
て測量教育者も減少しており、測量教育者を取巻く環境は厳しい状況とな
っている。また、新しい測量機器や技術が次々に登場しており、測量教育
者がこうした新しい技術などに十分対応できず、現場で活用できる適切な
測量教育を行うことが難しくなっている現状もある。
こうした状況に対応するためには、測量教育者の養成のあり方について
検討を行い、教育者の数を増やすための取組を始めるとともに、教育者が
新たな測量技術など現在の情勢に合わせた適切な測量に関する講義を行
うことができるような方策を検討することが必要である。例えば実際の測
量の現場や最新技術などを把握する測量事業者が大学と連携して寄附講
座を開設したり、大学などにおける測量実習の支援を行ったりすることが
考えられる。こうした取組を行うことで、測量教育者の資質を向上させる
とともに、測量教育を学習できる場の維持を図り、測量技術者の資質の向
上につなげることが期待できる。
なお、本方策については、測量教育者の人材育成など、ある程度中期的
な検討や取組が必要であることから、検討部会では、課題の解決に向けて
中期的な検討が必要な方策と整理している。
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○地理空間情報リテラシーの向上
測量の意義や役割に対する国民の理解を得るための１つの方法として
は、測量によって整備される地理空間情報に国民が直接触れ、これを正し
く学習することが考えられる。地理空間情報を学習する過程で測量の意義
や役割を国民に対して伝えることができれば、測量に対する国民のイメー
ジも変化することが期待できる。そういう意味で、義務教育の時期も含め
た生涯教育を通じて、地理空間情報に対する理解、リテラシーを向上させ
ることは重要である。
我々は日常生活の中で地図を頻繁に使用しており、これまでも地理教育
などを通じて、地図に対する知識を学習している。地図をはじめとする地
理空間情報がどのように整備されているのか、どのように利用することが
できるのか、といった基礎的な知識を学習するための取組については、継
続して強化することが地理空間情報リテラシーを向上させる上では必要
である。こうした取組を着実に行う中で、地図をはじめとする地理空間情
報の整備者である測量技術者の役割についても適切に説明を行い、測量技
術者に対する理解の醸成、その役割の明確化につながることが期待できる。
また、将来の測量技術者の担い手を増やすためにも役立つことが期待でき
る。
現在、文部科学省を中心に新たな学習指導要領の検討が行われており、
高校の地理歴史科について、新たに必須科目の「地理総合」を設けること
が検討されている。新科目の内容としては、持続可能な社会づくりに必須
となる地球規模の諸課題や地域課題を解決する力を育むため、地図や GIS
などの汎用的な地理的技能の育成、位置と分布、場所、地域などの概念を
捉える地理的な見方、考え方の育成などが検討されている（資料 1-18 参
照）。地理教育の強化を通じた地理空間情報リテラシーの向上という観点
では歓迎すべき動きであり、今後も引き続き動向を注視することが必要で
ある。一方で、高校における地理教育が必履修となった場合には、大学で
地理の専門教育を受けていない教員が地理教育を担当することも考えら
れることから、これらの教員が円滑に地理の授業を実施できるよう、例え
ば必要な地理教材の提供を行うことで、測量関係者が積極的に地理教育の
現場の支援を行うことも必要と考えられる。
なお本方策は、広報の強化などの他の方策とも深い関連のある方策であ
り、連携した取組が必要である。また本方策は、ある程度長期的な取組が
必要なものであり、現在の測量技術者を取り巻く状況をかんがみると、早
急に着手することが必要と考えられる方策であることから、検討部会では、
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早期に着手が必要な方策として整理している。
これら 16 方策は、測量技術者の活躍の場を拡大するという観点と、女性や
若年者の測量業への誘導という観点のいずれか又は両方の観点に対応する方
策として検討・整理を行っている。また、様々な考え方や立場、方向性での方
策が示されており、中には相互に関連性が強い方策もあれば、相反する考え方
に基づく方策も含まれている。
測量技術者を育成するために、どのような取組が必要かという全体イメージ
を、図 1（P.24）に示す。測量技術者を１本の樹木に例えたものであるが、測
量技術者という樹を、いかに大きく立派なものへと成長させるか、ということ
が、測量技術者育成に向けた取組の全体像である。
測量技術者という樹が立派に育つためには、１つ目として、樹の幹の部分が
太く硬くしっかりとしたものとならなければならない。樹の幹の部分は、測量
技術者の中心的な役割を担う測量士、測量士補である。つまり、測量士、測量
士補を中心とする測量技術者が保有する知識や能力を向上させることを意味
している。
さらに２つ目として、幹から様々な枝を広げ、葉を茂らせることが必要とな
る。枝は様々な方向へと伸びていくが、その方向は、幹の中心となっている測
量分野に限定されるものではなく、地理空間情報社会を担う様々な関連分野へ
広がっている。こうした様々な分野で活躍できる測量技術者を育成し、他分野
に測量技術者の活躍の場を広げることが重要になってくる。
そして最後３つ目に、こうした樹を支えるために、しっかりとした根を広い
範囲に広げることが必要となる。測量というものを、測量関係者に加え、多く
の国民に正しく理解してもらい、その役割についての認知を高めるとともに、
新たな測量技術者の担い手となる女性や若年者を、測量業界に取り込むという
取組が必要となる。
このうち、１つ目と２つ目の「太く強い幹にする」と、
「枝を広げ、葉を茂
らせる」という部分は、いわゆる測量技術者の技術力を向上させ、測量技術者
の活躍の場を広げるという観点からの取組と言い換えることができる。これら
の取組には、現役で活躍している測量技術者を対象に行うべき取組と、測量技
術者の将来像を踏まえて行うことが必要な取組の２種類がある。樹で例えれば、
成長を促進するために必要な肥料を与えたり害虫を駆除したりするという作
業と、樹全体を成長させる方向や形を考えた上で枝の剪定や添え木を行うとい
う作業の違いと表現できる。前者は例えば、上記 16 方策でいえば、
「付加的技
術力・資格や継続教育の積極的な評価」が該当する。測量技術者が測量新技術
を身につけることによって、効率的な測量作業を行うことが可能となるような
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取組は１つの例である。また後者は、例えば「測量技術者が進出すべき民間資
格への橋渡し」が該当する。測量技術者は将来どうあるべきかといった将来像
が具体化した段階で、連携が必要な他の技術分野と調整を図っていくという取
組はその例である。16 方策の中には、これらの両方の要素を含むものもある。
例えば「社会ニーズに合わせた試験問題の改定」については、現在の測量技術
者に対して必要な知識を問うための試験問題作成を行うという観点もあるが、
これに加え、測量技術者の将来像を踏まえどのような分野の試験問題を設定す
べきか検討するという要素も含まれている。
一方、３つ目の「根を広げる」という部分については、その対象によって様々
な取組が考えられる。比較的樹の根元に近い方策、つまり、測量業界の関係者
や、近い将来の測量技術者の担い手を対象とした方策だけでなく、ある程度樹
の根元から離れている方策、つまり、広く一般国民を対象とした方策も存在す
る。例えば、前述の 16 方策でいえば、
「インターンシップの積極導入」は、測
量業界に近い関係者を対象とするものであり、「業界全体での一体的な広報の
強化」は、より一般的な国民を対象とする方策である。
検討部会で示した 16 方策について、図１の測量技術者育成のイメージの中
にその位置づけや関係性についてマッピングした。各方策は、複数の観点から
検討や取組の推進が必要なものもあることがわかる。また、取組の内容や方向
性などが非常に類似なもの、関連性が強く協調して取り組む必要のあるものな
どがあり、これらについては一体的に取組を進めることが効率的であると考え
られる。
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早期の着手や継続強化が
必要とされた方策

中・長期での検討が
必要とされた方策

法律事項
※各方策は模式的に分類したものであり、配置の位置関係で優先度や時間的スケールを意味するものではない。

関連の強い方策

地理空間情報リテラシーの向上

測量専門養成施設の
科目内容・授業時数
等の見直し

根を広げる = 測量への理解を深め、新たな担い手を確保する

（女性のライフイベントに対応した勤務形態
の導入とキャリア形成の仕組みづくり）

女性のための柔軟な勤務体制の導入

測量士補の名称変更

測量士補の活躍の場の拡大

測量士資格の試験一本化
及び実務経験義務化

測量技術者が進出すべき
民間資格への橋渡し

樹が様々な恵みを提供する
= 測量や地理空間情報が
豊かな社会を形成する

業界全体での一体的な広報の強化（パンフレット、教材作成）

担い手不足解消に向けた取組

大学卒業等の条件と同等と
みなせる「学位の授与」の
追加

測量士（補）認定
の学科・科目要件
の見直し

測量士補

測量士

社会ニーズに合わせ
た試験問題の改定

測量関係者

測量技術者を目指す者

その他多くの国民

インターンシップの
積極導入

測量教育者の確保（例えば、
寄附講座の創設等）

将来的な測量技術者像の実現方策
枝を広げ、葉を茂らせる = 測量技術者の活躍の場を拡大する

地理空間情報社会

太く強い幹にする = 測量技術者の技術力を向上させる

シニア技術者を活用したOJTによる
技術継承の場の作成

高品質な測量成果要求に対応する
ための技術力向上

付加的技術力・資格や継続教育の
積極的な評価

現在の測量技術者の技術力等の向上

図１ 測量技術者育成に向けた方策とその関係（イメージ）

４．検討部会において検討した具体的な方策
検討部会では、測量技術者育成に向けて取り組むべき方策について議論を行
い、前述の 16 方策を示した。これらについてはいずれも、測量技術者を取り
巻く様々な課題解決に向けて、具体的な取組へとつなげることが必要であるが、
検討部会においてこれら 16 方策全てを同時に検討し具体的な取組へとつなげ
ることは難しい。このため検討部会では、早期に検討が必要な方策など一部の
方策に対象を絞り、具体的な取組方針や内容について踏み込んだ検討を行うこ
ととした。
例えば、図１の上半分に示した測量技術者の技術力の向上と測量技術者の活
躍の場の拡大という観点では、前述のとおり、現役の測量技術者を対象とした
方策と、測量技術者の将来像を踏まえないと実行できない方策が存在する。こ
のうち測量技術者の将来像については、検討部会においても議論が行われたも
のの、考え方や立場の違いなどもあり、十分に取りまとめるには至っていない。
測量技術者の将来像の検討は重要な課題であるが、より高所大所から引き続き
検討を進めることが必要である。こうしたことから検討部会では、測量技術者
の将来像に関する議論は一旦保留して具体的方策の検討対象からは除外する
こととし、将来像を踏まえなくとも対応が可能な方策を対象に、具体的な検討
を進めることとした。なお、測量技術者の将来像を踏まえて実施すべきいずれ
の方策についても重要な方策であり、取組を進める必要性があることは言うま
でもない。このため、測量技術者の将来像についての検討やその明確化は必要
であり、今後も懇談会などにおいて議論を進めることが求められるところであ
る。
また、16 方策の中には、法令改正を必要とする方策が複数含まれている。
これらの方策については、国土地理院が主体となって引き続き関係機関と連携
しながら具体的方策を検討し取組を進めることが必要である。他にも、例えば
測量士・測量士補試験問題の改定に関しては、有識者による別の検討体制（測
量士・測量士補試験考査委員会）が存在しており、既存の体制で別途検討を進
めることが適切である。このため、検討部会では、法令改正を必要とする方策
や他の検討体制において検討がなされる方策については、これ以上の議論は行
わないこととした。また、検討の方向性や内容が重複する方策については統合
して具体的な方策を検討することとした。
こうした検討や議論を踏まえ、検討部会では測量技術者の育成に向けて直ぐ
に取組を始めることができるよう、以下の５つの方策を対象に、具体的な取組
方針や内容について議論や検討を行った。
① 測量に関する広報の強化による国民の理解醸成
② インターンシップの導入促進による新たな担い手の確保
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③ 地理教育の充実等による地理空間情報リテラシーの向上
④ 若手測量技術者に対する技術継承
⑤ 測量技術者の技術力向上のための取組推進
以下は、これら５つの各方策について、今後具体的にどのように取り組むこ
とが必要であるか、検討部会における議論を踏まえて整理したものである。
①

測量に関する広報の強化による国民の理解醸成
合計 16 の方策について測量に関する広報は、これまでも各事業者、団体
などで様々な方法で実施してきた。国土地理院においても、Web ページやパ
ンフレットを作成したり、新聞・雑誌など活用して活動を紹介したりするな
ど、様々な機会で広報に関する取組を進めてきたところである。また、例え
ば 6 月 3 日の測量の日に合わせた取組や「G 空間 EXPO」の開催などを測
量に関わる産学官の関係者全体で行うといった活動を行ってきたところで
ある。
しかしながら、これまでの測量に関する広報は、各測量関係団体において
それぞれ個別に行ったものや、特定のイベント開催を目的として実施したも
のであり、関係者全体が、測量の意義や役割を伝えるという統一的な意図や
戦略の下で一体となって実施したものではない。また、例えば現在国土地理
院で実施している広報も、国土地理院の活動について PR することが主眼と
なっており、測量そのものの意義、社会における貢献、地理空間情報の必要
性、測量技術者の役割など、測量や測量技術者に対する国民の理解を向上さ
せるという観点では、必ずしも十分ではない。測量や測量技術者に対する国
民の正しい理解を醸成するという目的を達成するためには、測量に関する産
学官の関係者が共同・連携して、測量の意義や役割、重要性に関する広報を
戦略的に実施していくことが必要である。
その具体的な方法として、まずは測量関係団体などの関係者からなる広報
推進体制を新たに構築することが考えられる。その上で、この推進体制にお
いて、測量に関する産学官の関係者全体の広報の方針について検討を行い、
早急に広報戦略として取りまとめることが必要である。また、広報戦略策定
後には、戦略に基づいた具体的かつ効果的な広報の取組を、関係者が一体と
なって検討し実施することが必要である。
測量関係者によるこうした広報の取組を進める上では、検討方針や取組内
容などが適切なものであるかどうかを検証することも重要である。このため、
測量の意義や役割などについての議論やこれらを適切に広報する方策を検
討することを目的とした、測量以外の分野の有識者も参加する検討の場を別
に設けることが考えられる。この検討の場では、測量の意義や役割などにつ
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いて、測量を実施する側の視点ではない外部の視点で検討を行うことを目指
すことが望ましく、例えば測量成果のユーザや広報の専門家、マスコミ関係
者などが参加することが想定される。この体制で検討を行った結果について
は、測量関係者で構成される広報推進体制で策定する広報戦略や、広報推進
体制が中心となって実施する広報活動に反映させることが考えられる。
広報推進体制が中心となって実施する広報活動は、整備された広報戦略に
基づいて行われるが、測量に関連する各事業者、測量関係団体などが一体と
なって実施することが重要である。具体的な活動内容などは今後検討が行わ
れることとなるが、例えば、以下のような取組を行っていくことが考えられ
る。
 広報の際に産学官の関係者が共通して利用するキャッチコピー、シンボ
ルマークなどの策定や、測量の役割を示したパンフレットなどの作成
 測量や測量技術者の役割や重要性、測量に関する関係者の取組などを紹
介する、測量に関するポータルサイト（Web サイト）の構築
 測量の意義や役割を紹介するための産学官で連携したイベントの開催
 測量関係者が各々実施している広報に関する取組の状況把握、一体的な
広報の実施に向けた調整
なお、検討部会における議論を踏まえ、測量関係団体の関係者が協同して、
測量にたずさわる産学官の関係者全体での広報推進体制の構築に着手した
ところである。平成 27 年 12 月には、広報戦略の策定や具体的な広報の取
組を推進するための体制として、
「広報推進協議会（仮称）」を産学官の関係
者で設立し検討を開始することとしている。今後議論を深め、測量関係者全
体の広報戦略を策定する予定である。
またこの体制とは別に、測量の意義や役割を議論するとともに、これらを
適切に広報する方策を検討する場として、
「『国土を測る』意義と役割を伝え
る懇話会（仮称）」の設置に向けた準備を国土地理院において進めていると
ころである。この懇話会は、土木や地理教育などの学識者、測量成果を含む
地理空間情報のユーザである宇宙開発分野、建設分野などの有識者、広報や
マスコミ関係者など多くの有識者に参加いただき、議論を行うことを予定し
ている。
この他、国土地理院では独自の広報戦略を策定し、これに基づいた戦略的
な広報の取組を開始したところである。全国の電子基準点を設置している学
校に対する測量や地理空間情報の大切さを児童・生徒に伝える出前授業の実
施や、国土地理院に併設されている地図と測量の科学館での学会等と連携し
たインターンシップ（サマースクール）の開催など、６つの具体的な広報の
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取組をリーディングプロジェクトとして位置づけ、その取組を加速すること
としている。
②

インターンシップの導入促進による新たな担い手の確保
インターンシップに関する取組は、測量業界に限らず、現在多くの分野で
実施されているところである。測量業界においても、既に多くの事業者にお
いて、様々な方法によるインターンシップが始められている。
国土地理院は、平成 27 年 9 月～10 月にかけて、（一社）全国測量設計業
協会連合会（以下「全測連」という。）の協力をいただきながら、全国の測量
事業者（各都道府県測量設計業協会に所属する約 2,500 社）に対し、インタ
ーンシップに関するアンケート調査を実施した。その結果、約 54％の事業
者で、既に何らかの方法でインターンシップが行われていることがわかった
（参考資料 1-19 参照）
。
インターンシップといっても、その実施方法や対象者、目的などは様々で
ある。アンケート調査の結果からは、就職を希望する生徒や学生と採用を予
定している測量事業者との間で行われるインターンシップ（お見合い型イン
ターンシップ）と、直接の採用とは関係なく測量事業者が生徒や学生に対し
て業務の内容や測量の役割などを伝えるインターンシップ（教育型インター
ンシップ）の大きく２種類のインターンシップが行われていることがわかっ
た。
お見合い型インターンシップは、主に、翌年度就職を希望している生徒や
学生を対象として実施されており、事業者側も採用を前提として情報交換な
どを行っている。生徒や学生側からすれば、当該事業者で行っている業務の
内容に限らず、その事業者の社風なども事前に把握でき、一方事業者側から
すれば、採用前に生徒や学生の様子をより深く知ることができるというメリ
ットがある。こうした取組は、就職後の早期離職を減らすという点で大きな
利点となっており、測量業界でも多くの事業者で導入している。
一方の教育型インターンシップは、測量業界の実務を、生徒や学生などの
若年者に学んでもらうということを目的とした取組であり、体験実習として
行われることもある。多くは、専門高校、高専、大学などの生徒や学生が、
授業の一環として測量事業者を訪問し、業務体験をある程度の期間行うこと
で、業務内容などを学習するという形で行われている。受け入れる事業者側
としては、インターンシップに参加した生徒や学生を直接採用するという目
的で行っているものではないが、生徒や学生が実際に職場を体験することを
通じて測量に対する理解が進み、結果的にインターンシップに訪問した事業
者に就職するケースも多く見られる。
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測量事業者に対して国土地理院が実施した上記アンケートでは、インター
ンシップを実施したことがある事業者のうち、約半分の事業者がお見合い型
のインターンシップを、3/4 以上の事業者が教育型インターンシップを実施
しているなど、様々な形でのインターンシップが既に行われていることが分
かる。こうした各事業者による取組は、今後も継続して行われることが必要
である。
一方で、測量分野において既に多くのインターンシップが導入されている
という事実が、関係者を含め多くの国民に知られていないということが課題
といえる。新たな就職先を探している生徒や学生に限らず、その親の世代の
人々、さらに多くの国民に対し、測量分野においてこうした取組を進めてい
ることを、広くアピールすることは、新たな測量技術者の担い手確保につな
がる有効な取組と考えられる。このため、広報活動に関する取組とも連携し
て、インターンシップに関する取組を広報していくことが必要である。具体
的には、専用のホームページを測量関係者が共同で開設し、各測量事業者が
行っているインターンシップに関する取組を広く PR するなど、学生や生徒
などに対して測量分野への就職に関する情報を伝え、学生や生徒と測量事業
者のマッチングが促進されるような取組を、平成 28 年度の就職活動時期に
向けて始めることが考えられる。
また、インターンシップを実施する上では、生徒や学生を受け入れる測量
事業者側の協力が不可欠である。アンケートの結果をみると、規模（在籍す
る測量技術者の数）が大きい測量事業者のほうがインターンシップを実施し
ている割合が大きくなっており、中小の測量事業者の中には、インターンシ
ップの受け入れが大きな負担と考える者も少なくない。インターンシップの
導入を促進するためには、事業者の協力を得やすい環境づくりが必要である。
このための取組としては、測量事業者に対してインターンシップを実施する
メリットを分かりやすく説明するとともに、受け入れる場合に行うこと、教
える内容などを具体化したマニュアルを整備することが考えられる。現在、
全測連において、こうしたマニュアルの整備が進められているところである
が、国土地理院を含め測量に関わる関係者全体で整備を支援するとともに、
整備されたマニュアルは関係者全体で共有し、有効活用することが必要であ
る。
さらに、特に測量技術者を目指し大学において測量を学んでいる学生に向
けて、測量に関する産学官の関係者が連携して測量実務や測量業界の動向な
どについてより詳しい情報を発信し、近い将来を担う技術者を的確に育成す
る取組も重要である。こうした者に対しては、測量事業者が行っている測量
実務に加え、測量計画機関や測量行政側の業務など、産官の様々な業務につ
- 29 –

いて同時に学習や体験ができる機会を設けることが考えられる。こうした機
会の１つとして、測量関係の学会と連携して学生を対象としたサマースクー
ルなどを開催し、この中で様々な情報発信を行うことが考えられる。こうし
たサマースクールなどへの学生の参加に対し、測量系学生 CPD ポイントを
付与するようなインセンティブを行えば、参加者を増やすこともできると考
えられる。
なお、検討部会における議論を踏まえ、国土地理院では日本地理学会に対
し、地理学の学生を対象としたサマースクールを測量関係団体などと協力し
て実施することを提案したところである。現在、学会において企画案を検討
中であるが、こうした取組が一層促進されることにより、産学が協調して若
手測量技術者を育て、測量業界へと適切に取りこむ流れができることが期待
できる。今後も関係する学会関係者などと協議を行い、具体化や機会の拡大
に向けた取組を進めていくことが重要である。
③

地理教育の充実等による地理空間情報リテラシーの向上
測量に対する国民の理解を得るための基礎として、国民の地理空間情報リ
テラシーの向上に向けた取組を行うことは不可欠である。特に、義務教育を
中心とした地理教育の充実は、国民に対して地図をはじめとする地理空間情
報の重要性の認識を与え、その上で、これを整備する測量技術者に対する関
心を得るために必要な基礎知識となると考えられる。
地理空間情報リテラシーの向上に向けて、関係する様々な機関との連携や
調整が必要となる。特に国土交通省や文部科学省などの中央省庁、地方公共
団体、各地域の教育委員会、日本学術会議や日本地理学会などの学術機関な
どと連携し、学校教育現場への支援策の検討や充実を始めることが必要であ
る。またこの一環として、学校教育で使用する教科書や教材などを作成する
企業とのコラボレーションを行うため、教科書会社などに対して地理教育の
必要性や国土地理院が保有する様々な情報や技術を説明する説明会を開催
するなど、地理教育の充実に向けて、国土地理院が中心となって取組を進め
ることが必要である。
地理教育の充実という観点では、既に国土地理院において、全国レベル、
各地域レベルで様々な取組を実施しているところである。例えば、小学校や
自治会などでの出前講座の開催や、各種イベントの開催など、地理教育に関
連する取組は、広報活動とも連携しながら進めているところである。国土地
理院が運営する「地図と測量の科学館」においても、学校による団体見学の
受け入れや、地図や測量に関する講義や測量体験を行うなど、測量や地理空
間情報への理解促進に向けた各種取組を行っている。こうした地理教育に関
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する取組について、今後も引き続き強力に進めるとともに、別途検討を進め
ている産学官が連携した測量に関する広報の取組とも連携しながら、地理教
育に関する取組についても広く PR していくことが必要になる。
近年、国土交通省では、国民の防災力の強化という観点から、防災教育の
充実を図ることを１つの目標としている。平成 27 年 1 月には「新たなステ
ージに対応した防災・減災のあり方」を取りまとめており、この中では防災・
減災に資する取組の１つとして、「幼少期からの防災教育を進めることが効
果的」とされている。防災を身近なものとして学習する上では、地図をはじ
めとする地理空間情報の利用は不可欠であり、防災教育を進める上では、地
理教育の充実も必要となる。こうした点も踏まえ、国土交通省内の関係部局
（水管理・国土保全局、気象庁など）と連携し、防災教育への支援を推進す
ることで、地理空間情報リテラシーの向上に向けた取組を進めることも１つ
の方策である。国土地理院が保有する地図などの防災教育の教材となる情報
を関係者に提供するとともに、地方整備局、気象台と地方測量部が連携して
地域の防災教育の教材づくりを支援する取組を始めたところである。今後も
引き続き関係機関と意見交換を進め、必要な取組を行うことが重要である。
④

若手測量技術者に対する技術継承
若手測量技術者に対する技術継承は、多くの測量事業者において課題と考
えている。今後さらに測量技術者の担い手が少なくなると、技術継承が停滞
し、各事業者が保有している様々なノウハウ、特有の技術ばかりでなく、測
量に関する基礎的な知識や技術が正しく引き継がれなくなる恐れがある。
こうしたこともあり、各測量事業者においては、独自に社内研修を開催す
るなどして、技術継承に努めているところである。また、測量関係団体にお
いても講習会などを受講できる機会を設け、技術継承に寄与しようとしてい
るところである。測量関係団体が開催する測量技術に関する講習会などは、
測量に関する基礎的な知識や技術を身につけるという点では非常に有効で
あるが、一方で、各測量事業者や測量関係団体で求める技術や経験などはそ
れぞれ異なることから、一律的な研修や講習会を受講することだけでは、技
術継承という観点では十分とはいえない。こうした点では、各事業者や測量
関係団体において独自の社内研修会を開催したり、関係者が共同して作業を
行う機会を設けたりするなど、技術継承という課題に対して個々に積極的な
対策を講ずることが不可欠といえる。
近年、各事業者に所属している測量技術者の高齢化が進んでいるといわれ
ているが、これは前向きに見れば、ベテランの技術者が多く在籍していると
言い換えることができる。こうしたベテラン技術者が、若手技術者に対して
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適切に技術指導などを行い、技術継承につなげていくことができれば、この
課題の解決に大きくつながることが期待できる。
こうした中で、（公社）日本測量協会において実施している「シニア測量
技術者講習」は、有効な取組の１つであると考えられる。「シニア測量技術
者講習」は、シニア層の測量技術者の就業機会の増加、測量技術の伝承、大
規模災害時の支援など測量技術の発展及び社会への貢献を目的として設立
された講習プログラムである。プログラムの中では、シニア技術者が測量に
関する技術を再研鑽するとともに、若手技術者に対してどのように技術指導
を行うことが適切であるかを学ぶことが可能となっている。こうした講習を
受講したベテラン技術者が、普段の業務の中で OJT（On-the-Job Training）
といった形で若手技術者に対して技術指導を行うことで、各事業者内におい
て適切に技術継承が進むことが期待されるところである。
⑤

測量技術者の技術力向上のための取組推進
次々に登場する新たな測量技術を有効活用することで、効率的、経済的に
測量作業を実施することが可能となる。測量技術者としては、こうした新た
な測量技術を活用できる知識と経験を身につけることで、さらに、活躍する
場を広げることが期待できる。測量士であれば、測量の実施に関する適切な
計画を策定する上で、新たな測量技術に関する知識を有することが重要とな
ってくる。測量事業者にとっても、所属する測量技術者が新たな技術力を保
持していれば、より経済的な測量作業の実施や、高度な測量業務への参画が
可能となる。
新たな測量技術については、日々の測量作業の中だけでは学習することが
難しく、様々な機会を捉えて技術を学ぶことが必要である。測量関係団体が
開催する講習会を受講したり、学会に所属して自ら学習をしたりすることで、
各技術者がその技術力を向上させることができる。しかし、こうした講習会
の受講などを測量技術者が独自に行うことは、時間的にも経費的にも容易で
はない。現在多くの測量技術者は、こうした学習を所属する測量事業者の支
援を得て行っていることが多い。
技術力を向上させる取組については、定常的かつ継続的に実施することが
必要である。そういった点で、現在、測量分野や設計分野で導入している継
続教育（CPD）の制度は、技術力向上の観点からは非常に有用な仕組みであ
る。一定のレベルや量の研修をコンスタントに受講することで、測量技術者
が適切な知識などを学び、技術力を維持向上させることができるようになっ
ている。平成 26 年時点において、測量系 CPD の累計登録者数は 18,000 人
を超えている（参考資料 1-20 参照）。
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前述のように、多くの測量技術者は、測量業務に役立つという観点から、
各測量事業者の支援のもとで CPD ポイントを取得している。今後、測量技
術者の技術力向上という観点から CPD 制度をより一層普及させるためには、
各測量事業者に対し、測量技術者が CPD ポイントを取得することで生じる
メリットを明らかにし、必要な取組を行った事業者に対しインセンティブを
付与するための取組を行うことが考えられる。
現在国土地理院が発注する基本測量は、総合評価落札方式により実施され
ている。総合評価落札方式とは、入札に参加する各事業者などが持つ経験や
技術力に加え、従事予定の技術者の経験や技術力などを評価し、これらと応
札金額を総合的に勘案して、落札する事業者を決定する入札方法である。国
土地理院では、入札に参加する各測量事業者の測量技術者の技術力や、技術
者の技術研鑽の状況などを評価する際に CPD をこれまで活用していない。
測量事業者や測量技術者に対し CPD 導入のインセンティブを付与するとい
う観点から、まずは、国土地理院における総合評価の際の評価項目に CPD
を活用することが考えられる。また、国土地理院に限らず、様々な測量計画
機関に対しても、技術者の評価の方法として CPD の活用を促すことが考え
られる。国の機関の場合、既に一部の地方整備局などでは CPD の活用が始
められているところであることから、地方公共団体など他の測量計画機関に
対しても具体的な導入に向けて、その必要性やメリットなどを伝えていくこ
とが必要である。
なお、検討部会における議論を踏まえ、国土地理院では平成 28 年度より、
総合評価落札方式における配置予定測量技術者の評価の際に、要件を満たす
CPD ポイントを取得している測量技術者に対しては、技術者の継続教育へ
の取組姿勢の評価として一定程度の加点を行うことを始めることとしたと
ころである。
測量技術者の保有する技術力を評価する別の方法としては、測量に関する
資格制度がある。測量士、測量士補資格は国家制度であり、既に公共測量な
どの実施に当たっては、技術者として従事する者の要件として測量法で定め
られているところであるが、これ以外にも、測量技術者の技術力を示す資格
として、関係団体において様々な民間測量技術者資格が制定されている。こ
れらの資格は、特に専門的な知識や経験を有することを求める、比較的難易
度の高い資格が多い。測量技術者は、関係団体が制定したこれらの民間測量
技術者資格を取得することで、より高度な技術力を保有していることを示す
ことが可能となる。測量技術者の技術力向上の観点において、民間測量技術
者資格を取得する測量技術者が増えることは重要である。
民間測量技術者資格は既に、国土地理院の行う総合評価落札方式において、
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技術者の評価する項目として利用されているところであるが、引き続きその
利用を継続するとともに、CPD と同様に、地方公共団体などの他の測量計
画機関に対しても、その利用を促すことが必要である。こうした取組を行う
ことで、測量技術者がこうした民間測量技術者資格を取得するインセンティ
ブが発生し、資格を取得する技術者が増え、結果的に測量技術者の技術力向
上につながることが期待できる。
なお、CPD や民間測量技術者資格を継続的に活用するには、これらの制
度が測量技術者の技術力向上に今後も寄与することが条件といえる。そうし
た観点において、各制度を所管する測量関連団体においては、今後も必要な
制度の見直しなどを行うことが求められる。国土地理院においても、制度の
趣旨が適切に実現されるよう、必要な指導を行うことが必要である。また、
CPD や民間測量技術者資格を多くの測量技術者が平等に利用や取得できる
ようにするために、例えば講習会の開催などの測量技術者が求める知識や技
能を得ることができる機会の提供については、地域格差が生じることがない
よう、都市部以外の地域においても適切に行うことが必要である。さらに、
測量技術者のキャリアパスを明確にする観点から、各民間測量技術者資格の
認定機関は、従事する業務に応じた資格取得の意義や必要性、資格取得後に
目指すステップなどを具体的に示すことが求められる。
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５．提言
検討部会は、測量技術者を取り巻く様々な状況や課題を踏まえ、測量技術者
の育成に向けた取組方策について、平成 26～27 年度にかけて、計 8 回の検討
を行い、本報告書の取りまとめを行った。この中では、測量技術者の技術力を
向上させ、活躍の場を広げるための取組や、新たな測量技術者の担い手を確保
するための取組など、計 16 方策について示したところである。また、特に早
期に着手が必要な一部の方策については、具体的な取組の方向性や内容につい
て検討を行ったところである。
検討部会で示した方策はいずれも、各測量関係団体や測量事業者など、産学
官の各主体が連携して、また個々の努力のもとに取り組むことが必要な方策で
あるが、一方で、国土地理院は測量法を所管する測量に関する業務を行う国の
機関であり、中心となって取り組むべき事項も多い。こうした点を踏まえ検討
部会では、懇談会を通じて国土地理院に対して、以下の 7 つの取組を積極的に
実施するよう提言する。
なお、これら 7 つの取組のうち（１）～（４）の 4 つについては、検討部会
において具体的な取組の検討を行ったものであり、その検討結果を踏まえた提
言である。また（５）～（７）の 3 つについては、検討部会においては詳細な
議論は実施していないものの、今後の議論や取組を進める上では大きく影響を
受けるものであることが想定されることから、引き続き検討や対応が求められ
るものであり、国土地理院が中心となって積極的に進めるべき取組についての
提言である。
（１）広報の強化に関する取組
「４．検討部会において検討した具体的な方策」の①に示す広報の強化
に関する各取組について、産学官の関係者や測量関係団体などと連携しな
がら、国土地理院が先導して進めること。また、国土地理院においても広
報を戦略的に行うために必要な体制を整備し、主体的に広報活動を実施す
ること。
（２）インターンシップ
広報の強化に向けた推進体制とも連携しながら、産学官の関係者・団体
などが行う取組について、国土地理院が積極的に支援すること。特に、学
会などと連携した測量に関する産官双方の取組や業務内容を伝えること
ができる場の創設については、国土地理院が主体となって、実現に向けて
関係機関と調整を進めること。
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（３）地理空間情報リテラシー向上
国土地理院が主体となって、全国レベル、各地域レベルなど、様々な規
模で積極的に地理空間情報リテラシー向上のための取組を実施すること。
実施に当たっては、地理教育分野の有識者の意見も踏まえるとともに、関
係省庁などと十分な連携を図ること。
（４）測量技術者の技術力向上に向けた継続教育（CPD）の導入
国土地理院の発注事務において、CPD ポイントや民間測量技術者資格
の取得を評価項目に導入するなど、具体的なインセンティブ付与につなが
る取組を実施すること。また、CPD 及び民間測量技術者資格の管理団体に
対し、制度の適切な運用や見直しに向けて必要な助言などを行うこと。
（５）試験問題の適切な改定
測量士・測量士補試験考査委員会を中心に今後の試験問題の内容のあり
方について引き続き検討を行い、その結論を踏まえ、試験問題の改定を積
極的に行うこと。
（６）必要な法令等の改正に向けた取組の推進
測量士・測量士補の登録要件の見直しなど、新たな測量技術者を確保す
る上で課題となっている事項に関する法令などの早期の改正に向けた取
組を、関係機関と連携しながら引き続き進めること。また、測量士資格制
度の見直しについて、関係者とも調整しながら長期的な視点で検討を継続
すること。
（７）測量技術者の将来像に関する継続的な検討
社会情勢の変化にともない測量技術者に求められる役割が大きくなっ
ている中において、将来の測量のあり方とそれを担う測量技術者が目指す
べき将来像を明らかにすることは、今後の取組を進める上で必要となるこ
とから、測量技術者を取り巻く現状や社会からの要請を踏まえつつ、測量
分野以外の者からの意見も聴取しながら、引き続き検討を進めること。
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参考資料１
参考資料 1-1：我が国の公共事業関係費の推移（財務省資料）

参考資料 1-2：公共測量事業費の推移（公共測量実態調査（国土地理院）より作成）
（億円）

（件）

1,200

30,000

事業費
1,000

25,000

件数
966
870

20,000

818

811

（事業費）

750

769
724

650

600

15,000

448

400
350

10,000
375

364

255

200

238
177

160
116
0

58

5,000

181
135

80
0
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（件数）

800

参考資料 1-3：測量事業者登録数の状況（建設関連業登録者の推移（国土交通省）より作成）
（者）
平成15年
14,750

16,000

14,000

平成26年
12,115

測量業
建設コンサルタント
地質調査業

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

63

平成元年

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

昭和36

0

参考資料 1-4：測量技術者の年齢別構成の推移（全国測量業厚生年金基金加入者年齢別推移
（全測連資料）
）
60,000

50,000

40,000

51,452

51,375

51,396

2,561

2,461

2,404

4,819

5,522

6,322

50,078
2,399

47,702
2,374

6,887
7,253

10,774

10,682

10,807

6,919

44,002
3,867
7,254

30,000
12,791

1,860

10,739
10,529

12,742

45,343

12,985

0

570
平成8年
度

18,526

16,747

14,444

3,617
7,375

9,456

13,945

9,922

13,024

12,684

38,111
3,611
7,608

9,221

12,512

36,214
3,543
7,603

8,794

11,942

35,402
3,866
7,477

8,758

11,358

34,401

35,101

35,454

3,920

4,235

4,526

7,245

7,434

7,615

8,842

9,255

9,707

10,750

10,561

10,117

34,549
4,670

31,821

32,472

32,982

4,597

4,919

5,225

7,328

7,614

7,765

9,435

9,916

10,228

7,515

6,875

6,270

7,648

9,853

9,113

7,893

6,295
5,098
4,258
3,411
3,077
3,852
3,537
3,568
3,452
2,908
3,220
398
230
145
117
249
83
101
72
71
86
61
91
79
74
38
76
37
45
平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
1,860

3,867

3,694

3,617

3,611

3,543

3,866

3,920

4,235

4,526

4,670

4,597

4,919

50～59歳未満

4,819

5,522

6,322

6,887

7,253

6,919

7,254

7,351

7,375

7,608

7,603

7,477

7,245

7,434

7,615

7,648

7,328

7,614

7,765

40～49歳未満

10,774

10,682

10,807

10,739

10,529

10,094

9,904

9,638

9,456

9,221

8,794

8,758

8,842

9,255

9,707

9,853

9,435

9,916

10,228

30～40歳未満

12,742

12,791

13,107

13,161

12,985

12,276

12,954

13,024

12,684

12,512

11,942

11,358

10,750

10,561

10,117

9,113

7,515

6,875

6,270

20～30歳未満

19,986

19,521

18,526

16,747

14,444

13,945

9,922

7,893

6,295

5,098

4,258

3,852

3,568

3,537

3,452

3,220

2,908

3,077

3,411

570

398

230

145

117

249

101

86

72

61

74

91

76

79

37

45

38

71

83

51,452

51,375

51,396

50,078

47,702

45,343

44,002

41,686

39,499

38,111

36,214

35,402

34,401

35,101

35,454

34,549

31,821

32,472

32,982

60歳以上

20歳未満
合計

2,561

19,521

9,638

39,499

12,276
12,954

19,986

7,351

13,161

20,000

10,000

3,694

10,094
9,904

13,107

41,686

2,461

2,404

2,399

2,374
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5,225

参考資料 1-5：登録測量事業者の構成（建設関連業登録者の登録状況（国土交通省）より作
成）

測量＋地質,
69 , 1%

３業種登録,
766 , 19%

３業種
登録,
766 , 6%

健コン＋地質,
90 , 2%

測量＋健
コン,
2,037 ,
17%

３業種登録,
766 , 61%

16,000

14,161

13,895

13,683

12,974

6,000

12,695

12,566

12,436

12,272

14,000
12,115
12,000

5,000

10,000

4,000

8,000
3,000

6,000

2,000

4,000

1,000

2,000

0

0
16

17
個人

18

1,000万円未満

19

20

21

1,000万円～2,000万円未満

22

23
5,000万円～1億円未満

2,000万円～5,000万円未満

24

25

1億円以上

その他

26
全体

※中小企業基本法では、中小企業者（サービス業）の範囲を、資本金の額又は出資の総額が
5,000万以下又は常時使用する従業員の数が、100人以下と規定している。
※測量業は、日本標準産業分類でサービス業に分類されている。

参考資料 1-6：測量技術者の不足状況（平成 26 年度測量士・測量士補実態調査（国土地理
院）より作成）
測量技術者確保されている

％

測量技術者が不足している

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10名未満

10名～30名未満

30名～50名未満

50名～100名未満
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100名～500名未満

500名以上

（登録業者数）

（資本金階層別事業者数）

健コン＋地質,
90 , 7%

全体数 1,265

全体数 3,947

14,485

測量＋地質,
69 , 5%

測量＋健コン,
2,037 , 52%

全体数 12,115

14,750

専業,
340 ,
27%

専業,
1,054 , 27%
専業,
9,243 ,
76%

7,000

地質調査

建設コンサルタント

測量業

参考資料 1-7：高校における地理教育の減少（平成 23 年（2011 年）8 月 3 日日本学術会議
心理学・教育学委員会・史学委員会・地域研究委員会合同 高校地理歴史科教
育に関する分科会 資料）

参考資料 1-8：地理教育に関する現状（文部科学省資料：中教審教育課程企画特別部会論点
整理より）
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参考資料 1-9：基本測量成果の電子化の状況（国土地理院資料）
(％)
120

１００％

１００％

100

７６％

80

６９％
既存印刷図
60

空中写真

３６％

40

20

１１％

９％
３％
0
H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

参考資料 1-10：主な民間測量技術者資格

民間測量技術者資格

資格認定機関

空間情報総括監理技術者
地理空間情報専門技術者
（基準点測量１、２級、写真測量１、２
級、GIS１、２級、防災調査、環境調査、

（公社）日本測量協会

路線測量設計、河川測量設計、用地測量
設計）
地理情報標準認定資格 上級技術者
地理情報標準認定資格 中級技術者

（公財）日本測量調査技術協会

地理情報標準認定資格 初級技術者
地図地理検定
（地図地理力博士、準地図地理力博士、
地図地理力１～３級）

（一財）日本地図センター

マップ・リーダー（地図専門指導者）
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参考資料 1-11：測量士、測量士補の割合（企業別）
（平成 26 年度測量士・測量士補に関す
る実態調査（国土地理院）より作成）
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10名～30名未満

10名未満

測量士

30名～50名未満

50名～100名未満

100名～500名未満

500名以上

測量士補

参考資料 1-12：測量士・測量士補試験受験者の推移（国土地理院資料）

測量士補試験

測量士試験
男女別願書提出率

男性の願書提出者
女性の願書提出者

男女別願書提出率

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

男女別合格率

男性の合格者
女性の合格者

男女別合格率

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

- 42 –

男性の願書提出者
女性の願書提出者

男性の合格者
女性の合格者

参考資料 1-13：女性技術者の割合（平成 26 年度測量士・測量士補に関する実態調査（国土
地理院）より作成）

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

10人未満

10～30人

30～50人

50～100人
男性

100～500人

500人以上

合計

女性

参考資料 1-14：測量士、測量士補資格別登録者数の推移（国土地理院資料）
測量士
人
8,000

測量士補
測量士資格別登録者数

人

16,000

測量士補資格別登録者数

14,000

7,000
５号

6,000

４号

5,000

３号

12,000

４号

10,000

３号

4,000

２号

8,000

3,000

１号

6,000

2,000

4,000

1,000

2,000

２号
１号

0

0

H1 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

H1 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

測量士資格別登録者率

測量士補資格別登録者率

100%

100%
５号

80%

80%

４号

４号
３号

60%

３号
60%

２号

２号
１号

40%
20%

１号
40%
20%

0%

0%

H1 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

H1 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
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参考資料 1-15：大学入学定員の推移（文部科学省資料より作成）
（千人）

（校）

1600

900

800

1400

1200
649

622

604

586

726

709

744

773

765

780

778

783

782
700

600

（人数）

500
800
400
600
300
400

200

200

100

0

－
10

平成９

11

12

13

14

15

学校数

16

17

18

高等学校卒業者

19

入学定員

20

21

22

23

24

25

入学者数

参考資料 1-16：測量専門養成施設の数の推移（国土地理院資料）
20

18

16

H13: 18校

14

12

H27: 9校
10

8

6

4

2

0

H1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

３号施設

15

16

４号施設
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

（学校数）

1000

669

702

686

756

参考資料 1-17：測量専門養成施設における入学者数の推移（堀口委員（中央工学校）部会
報告資料より作成）
３号施設

（人）

４号施設

（人）

4,000

60

H8: 3,520人
3,500
50
3,000

H26: 41人
40

2,500

2,000

30

1,500
20
1,000
10

500

H19: 8人

H26: 498人
0
H1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

定員

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

入学者数

26

0
H17

18

19

20

定員

21

22

23

24

25

26

入学者数

参考資料 1-18：高等学校 地理科目の今後の在り方について（検討素案）
（文部科学省資料：
中教審教育課程企画特別部会論点整理より）
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参考資料 1-19：インターンシップに関する状況（インターンシップ等に関するアンケート
調査（国土地理院）
）

（問）高校生、専門学校生又は大学生を対象に、インターンシップ（学生等の受け
入れ）を実施したことがあるか？

（問）どのようなインターンシップを実施したことがあり
ますか？（複数回答）

0

「はい」の割合（％）
90
80
70

280
46%

326
54%

50

（お見合い型インターンシップ）
就職活動の一環として、翌年度
からの採用を見据えた、仕事の
内容や会社の様子等を学ぶため
のインターンシップ
(教育型インターンシップ）
測量業を体験し学習するという観
点で、学校の授業等として行わ
れている、職場体験学習としての
インターンシップ

100

60
50
40
30
20
10

100

150

200

250

300

142

253

0
1～10人

はい

いいえ

11～50人

51人以上

17

その他

社内の技術者数

参考資料 1-20：測量 CPD 登録者数の推移（日本測量協会資料より作成）

年度別ＣＰＤ登録者

（人）

（人）
20,000

3,000

18,000
2,500

16,000

（年度別登録者数）

12,000
1,500

10,000
8,000

1,000

6,000
4,000

500

2,000
0

0
Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１
年間登録者数
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Ｈ２２
累計

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

（累計登録者数）

14,000

2,000

参考資料２

測量技術者育成検討部会
稲垣秀夫
○ 小出正則

構成員

（一社）地図調製技術協会業務執行理事
（一財）日本建設情報総合センター審議役

斉藤和也

（公財）日本測量調査技術協会常務理事（H27.7～）

塩澤達也

（公財）日本測量調査技術協会常務理事（～H27.7）

◎ 鹿田正昭

金沢工業大学環境・建築学部教授

須田久美子

（一社）土木技術者女性の会運営委員

瀬戸島政博

（公社）日本測量協会専務理事

藤本祐二

（一社）全国測量設計業協会連合会理事

堀口一秀

中央工学校理事長・校長

水草浩一

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課
専門工事業・建設関連業振興室企画専門官

山下

※

恵

東京農工大学農学研究院農業環境工学部門講師

五十音順、敬称略

※ ◎印は部会長、○印は副部会長
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参考資料３

測量技術者育成検討部会の開催状況
第１回部会

平成２６年１２月 ２日

第２回部会

平成２７年 １月１５日

第３回部会

平成２７年 ２月１７日

第４回部会

平成２７年 ３月 ３日

第５回部会

平成２７年 ７月 ２日

第６回部会

平成２７年 ９月 ８日

第７回部会

平成２７年１１月１３日

第８回部会

平成２７年１２月１８日

部会における検討の様子（写真）
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