


日本測量協会の認定資格と継続教育

測量士・測量士補
（国家資格）

地理空間情報

専門技術者2級
（日本測量協会資格）

地理空間情報

専門技術者1級
（日本測量協会資格）

空間情報総括

監理技術者
（日本測量協会資格）

《資格の取得》

✦専門技術講習

✦認定試験

《資格者：5年毎の更新》

✦更新条件

・更新講習と試験

・CPDﾎﾟｲﾝﾄ(30)

《資格の取得》

✦筆記試験・面接試験

《資格者：5年毎の更新》

✦更新条件： CPDﾎﾟｲﾝﾄ(40)

受験対策講座

測量技術者の継続教育

◆サーベイアカデミー

最新の地理空間情報技術

測量技術者等のスキル教育

◆公共測量技術講習会

最新の「作業規程の準則」

に基づく技術講習会

◆無料講習会

・地理空間情報セミナー

・イブニングセミナー

・地図と測量の公開講座

その他の講習会

◆測量・地図の中級講座

◆測量・地図の基礎講座

測量技術者継続教育

証明制度

SUCCESS

測量CPD(継続教育)制度
測量系CPD協議会
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地理空間情報専門技術講習会及び同認定試験 
 

１．地理空間情報専門技術者認定制度 

測量士又は測量士補の資格を有する技術者で、地理空間情報技術の専門分野別により高度な専門知識と応 

用能力等の技術力を有し、測量計画の立案、工程管理、品質管理及び実務作業の総合的な能力を有する測量

技術者であることを「日本測量協会」が評価して認定します。 

本制度は、測量技術者個人の技術力向上に資する他、測量計画機関が地理空間情報（測量）業務を計画（発

注）する際の測量関係企業における技術力の評価・判断の資料に供することを目的としています。 

 

２．地理空間情報専門技術認定課目毎の試験科目数 

認定試験課目 専門試験科目 共通試験科目 認定試験課目 専門試験科目 共通試験科目 

基準点測量1級 ５ ２ 路線測量設計 ３ ２ 

基準点測量２級 ３ ２ 河川測量設計 ３ ２ 

写真測量1級 ６ ２ 用地測量調査 ３ ２ 

写真測量２級 ３ ２ 防災調査 ３ ２ 

ＧＩＳ１級 ６ ２ 環境調査 ３ ２ 

ＧＩＳ２級 ４ ２    

 

３．認定資格基準 

◆１級 ：国土交通省積算基準の測量主任技師と同等クラス 

◆２級 ：国土交通省積算基準の測量技師と同等クラス以上 

◆級なし：国土交通省積算基準の測量技師と同等クラス以上 
 

４．日本測量協会「認定技術者」の活用 

国土交通省国土地理院「請負測量業務の競争入札のための測量技術者の認定資格登録要領」の規定に基づ

き日本測量協会の認定資格が測量技術者資格として登録されました。 

◆登録した日本測量協会認定資格の名称（平成23年4月13日登録） 

業務種別 区分 測量技術者資格 

 

基準点測量 

Ａ 空間情報総括監理技術者 

Ｂ 地理空間情報専門技術者 基準点測量１級 

Ｃ 地理空間情報専門技術者 基準点測量２級 

 

写真測量 

Ａ 空間情報総括監理技術者 

Ｂ 地理空間情報専門技術者 写真測量１級、ＧＩＳ１級 

Ｃ 地理空間情報専門技術者 写真測量２級、ＧＩＳ２級 

 

地図調製 

Ａ 空間情報総括監理技術者 

Ｂ 地理空間情報専門技術者 ＧＩＳ１級 

Ｃ 地理空間情報専門技術者 ＧＩＳ２級 

 

地理調査 

Ａ 空間情報総括監理技術者 

Ｂ 地理空間情報専門技術者 写真測量１級、ＧＩＳ１級 

Ｃ 地理空間情報専門技術者 写真測量２級、ＧＩＳ２級、防災調査、環境調査 

Ａ：測量計画の立案や工程管理等を適切に行える能力を有し、かつ測量技術に関して高度な知見を有する者を認定 

Ｂ：測量計画の立案、工程管理、品質管理等を総合的に適切に行える能力を有する者を認定 

Ｃ：測量計画や作業工程に沿って適切に作業を行える等、実務作業の総合的な能力を有する者を認定 



・基準点測量 ２１ポイント ・水準測量 １５ポイント

・測量平均計算法 １８ポイント ・GNSSの理論 １８ポイント

・測地学の基礎 １２ポイント

○会　員
○一  般

○会　員
○一  般

○会　員
○一  般

●受講要件

●受験資格
　測量士の資格を有し測量に関して８年以上の実務経験
がある者、又は測量士の資格を有し基準点測量専門技術
２級認定者である者。

○大　阪／　〔関西支部〕

○広　島／　〔中国支部〕

○福　岡／　〔九州支部〕

ＴＥＬ．　０５２－２６３－６９１６

ＴＥＬ．　０６－６６３６－９７７４

ＴＥＬ．　０８２－５４４－６６４７

ＴＥＬ．　０２２－２９７－２６８３

○札　幌／　〔北海道支部〕

○仙　台／　〔東北支部〕

○東　京／　〔測量技術教育部〕

○名古屋／　〔中部支部〕

　　　　　　　　　　　　地球重力場）

○広　島／２０１９年　６月　３日（月）～　６月　８日（土）

○名古屋／２０１９年　８月　５日（月）～　８月　８日（木）

○東　京／２０１９年　９月　３日（火）～　９月　６日（金）

63,000円（56,000円＋7,000円）

問合わせ及び申込み先

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

ＴＥＬ．　０１１－８１２－０５６５

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

 　　　　　　　  重力補正，平均計算，精度管理，測量器械）

○東　京／２０１９年　４月　８日（月）～　４月１４日（日）

○福　岡／２０１９年　５月２０日（月）～　５月２６日（日）

○大　阪／２０１９年　６月２４日（月）～　６月３０日（日）

　どなたでも受講できますが、基準点測量について十分な
実務経験を有していることが望ましい。
　また、本講習は基準点測量（２級）Ｂ課程の受講内容を
理解していることを前提にカリキュラムが編成されていま
す。

ＴＥＬ．　０９２－４１１－５６００

・GNSSの理論　  （GNSSの概要，GNSS衛星と信号，

　　　　GNSSによる位置決定，GNSSの誤差、これからのGNSS）

・測地学の基礎　 （座標系，位置決定の原理・方法論，

受講要件および認定試験受験資格

○東　京／２０１９年　８月１９日（月）～　８月２４日（土）

○札　幌／２０２０年　１月２０日（月）～　１月２５日（土）

・測量平均計算法　（数学・統計学基礎，誤差論，

測地論コース

32,500円（29,000円＋3,500円）

39,500円（36,000円＋3,500円）

測地論コース
　　　　　　　　　　　　　最小二乗法，測量平均計算）

○仙　台／２０１９年　４月２２日（月）～　４月２５日（木）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

56,000円（49,000円＋7,000円）

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間 受講料・受験料（税込）

基準点測量コース 基準点測量コース

・水準測量　（測量計画，直接水準測量、渡海水準測量，

・基準点測量　（測量計画，角・距離・GNSS観測，基線解析，

 　　　　　　　　　 平均計算，精度管理，測量器械，

 　　　　　　　　 　測地成果2011の維持管理，品質管理）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

65,000円（58,000円＋7,000円）

72,000円（65,000円＋7,000円）

測量平均コース

測量平均コース
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



○会　員
○一  般

●受講要件

●受験資格

○札　幌／２０１９年　９月　３日（火）～　９月　９日（月）

○東　京／２０１９年　４月１７日（水）～　４月２３日（火）

○富　山／２０１９年　５月２１日（火）～　５月２７日（月）

○仙　台／２０１９年　７月１７日（水）～　７月２３日（火）

ＴＥＬ．　０８７－８２１－２４５０

○高　松／２０１９年１１月　６日（水）～１１月１２日（火）

　どなたでも受講できますが、ＴＳ及びＧＮＳＳによる観測
技術を有することが望ましい。

　また、本講習は測量・地図の中級講座（ＴＳによる基準点
測量およびＧＮＳＳによる基準点測量）の受講内容を理解
していることを前提にカリキュラムが編成されています。

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して２年以
上の実務経験のある者。

ＴＥＬ．　０１１－８１２－０５６５

ＴＥＬ．　０２２－２９７－２６８３

ＴＥＬ．　０７６－４２２－３３０５

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

○富　山／　〔北陸支部〕

○高　松／　〔四国支部〕

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

・GNSS基準点測量 １８ポイント

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

・GNSS基準点測量　（GNSSの概要，作業計画～平均計算，

　　　           　　 　ジオイド，セミダイナミック補正，復旧測量，

　　            　　　　計算演習，成果表作成）

受講要件および認定試験受験資格 問合わせ及び申込み先

○東　京／　〔測量技術教育部〕

○札　幌／　〔北海道支部〕

○仙　台／　〔東北支部〕

　　　　　　　　　   成果表作成）

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

測量ＣＰＤポイント

・TS基準点測量 １８ポイント

※従来の「作業規程の準則の解説」等に加え、測量成果の品質確保の観点から、各種成果品のとりまとめに対応できる
講習内容になっています。測量技術のリフレッシュのために「基準点測量1級認定資格者」等の方々にも受講をお勧めし
ます。また、基礎・中級講座の受講者の方々にも更なるステップアップために受講をお勧めします。

講習科目及び期間 受講料・受験料（税込）

基準点測量コース（実習なし）
・TS基準点測量　（測量の基準，基準点測量体系，概説，

 　               　　水平位置の表し方，作業計画～平均計算， 81,000円（74,000円＋7,000円）

 　　　               精度管理，復旧測量，電子納品，計算演習， 88,000円（81,000円＋7,000円）

基準点測量コース（実習なし）

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



○会　員
○一  般

●受講要件

●受験資格

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

・水準測量 ２７ポイント

※従来の「作業規程の準則の解説」等に加え、測量成果の品質確保の観点から、各種成果品のとりまとめに対応できる
講習内容になっています。測量技術のリフレッシュのために「基準点測量1級認定資格者」等の方々にも受講をお勧めし
ます。また、基礎・中級講座の受講者の方々にも更なるステップアップために受講をお勧めします。

        　      計算演習，成果表作成 ）

○関東圏／２０１９年　６月１７日（月）～　６月２１日（金）

○広　島／２０１９年　７月　１日（月）～　７月　５日（金）

○三　重／２０１９年　７月　８日（月）～　７月１２日（金）

○福　岡／２０１９年　６月２４日（月）～　６月２８日（金）

       　       実習: 電子レベルによる1級水準測量，

・水準測量　（高さの定義，ジオイドと重力補正，レベル・標尺，

          　　  水準測量の原理，直接水準・渡海水準測量，

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

59,500円（56,000円＋3,500円）

66,500円（63,000円＋3,500円）

○関東圏／　〔測量技術教育部〕

測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間 受講料・受験料（税込）

水準測量コース（実習あり） 水準測量コース(実習あり)

ＴＥＬ．　０８２－５４４－６６４７

ＴＥＬ．　０９２－４１１－５６００

          　    各種誤差と消去法，作業計画～平均計算，

　どなたでも受講できますが、水準測量について十分な実
務経験を有していることが望ましい。

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して２年以
上の実務経験のある者。

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

ＴＥＬ．　０５２－２６３－６９１６
○広　島／　〔中国支部〕

○福　岡／　〔九州支部〕

問合わせ及び申込み先

○三　重／　〔中部支部〕

受講要件および認定試験受験資格

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



・地形測量概論 ９ポイント ・解析写真測量 １２ポイント ・基礎 １５ポイント ・解析 　９ポイント

・デジタル写真測量 １２ポイント ・空中写真測量 　９ポイント ・図化             １８ポイント

・空間情報作成 ９ポイント ・周辺技術 １２ポイント

○会　員 ○会　員
○一  般 ○一  般

○東　京／２０１９年　７月２３日（火）～　７月２６日（金）

○会　員
○会　員 ○一  般
○一  般

Ⅲコース

○会　員
○一  般

●受講要件 ●受講要件

●受験資格 ●受験資格

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５ ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

49,000円（42,000円＋7,000円）

49,000円（42,000円＋7,000円）

○東　京／２０１９年　８月　５日（月）～　８月　９日（金）

受講要件および認定試験受験資格

問合わせ及び申込み先

42,000円（35,000円＋7,000円）

・空間情報作成（数値地形図データファイル，データモデル）

・周辺技術（リモートセンシング，航空レーザ測量，

　　　　　　　　　近接写真測量，地理情報システム）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

　測量士の資格を有し測量に関して８年以上の実務経験
がある者、又は測量士の資格を有し写真測量専門技術２
級認定者である者。

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

　どなたでも受講できますが、写真測量について十分な実
務経験を有していることが望ましい。
　また、本講習は写真測量（２級）Ｂ課程の受講内容を理
解していることを前提にカリキュラムが編成されています。

○東　京／〔測量技術教育部〕○東　京／〔測量技術教育部〕

どなたでも受講できますが、写真測量について十分な実
務経験を有していることが望ましい。

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して２年以
上の実務経験のある者。

Ⅱコース
・デジタル写真測量（デジタル写真測量システム，電子撮影，

　　　　　　　　　　　　　　空中三角測量，写真地図）          数値図化，数値編集，実習（空中三角測量と図化））

Ⅱコース
・図化 （デジタル写真測量システム，既成図等を用いた編纂，

42,000円（35,000円＋7,000円）

・空中写真測量（数値図化・編集，製品仕様書，図形処理）

○東　京／２０１９年　７月　８日（月）～　７月１２日（金）

32,500円（29,000円＋3,500円）

39,500円（36,000円＋3,500円）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

46,000円（39,000円＋7,000円）

53,000円（46,000円＋7,000円）

○東　京／２０１９年　５月２０日（月）～　５月２４日（金）
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

42,000円（35,000円＋7,000円）

受講要件および認定試験受験資格

問合わせ及び申込み先

測量ＣＰＤポイント 測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間・受講料・受験料（税込） 講習科目及び期間・受講料・受験料（税込）
Ⅰコース Ⅰコース

49,000円（42,000円＋7,000円）

・地形測量概論（地形測量，地図投影，測量計画 ・基礎（写真測量の原理・写真の判読，空中写真の撮影，

　　　　　　　　　　　　・工程管理・品質管理） 　　　　 空中写真測量）

・解析写真測量（空中写真，誤差の処理，解析写真測量） ・解析 （空中三角測量，写真地図の作成）

○東　京／２０１９年　６月１７日（月）～　６月２１日（金）

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



・ＧＩＳ事業計画 ９ポイント ・空間分析 １５ポイント ・ＧＩＳの概念 ６ポイント ・ＧＩＳデータの作成 ２１ポイント

・標準化 １２ポイント ・製品仕様 １２ポイント ・ＧＩＳの仕組み １５ポイント ・ＧＩＳの利用 １５ポイント

・システム開発 ９ポイント ・運用管理 　９ポイント

Web講習会

○会　員
○一  般

○会　員
○一  般

○会　員
○一  般

Web講習会

○会　員
○一  般

○会　員
○一  般 ●受講要件

●受験資格
●受講要件

●受験資格

46,000円（39,000円＋7,000円）

53,000円（46,000円＋7,000円）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

測量ＣＰＤポイント 測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間・受講料・受験料（税込）

○東　京／２０１９年　５月１３日（月）～　５月１７日（金）

Ⅰコース
・GIS事業計画　（地理情報システムの現状と動向，

                 　　  最新の応用システム開発）

・空間分析　（空間分析，データ処理）

○東　京／２０１９年　９月１０日（火）～　９月１３日（金）

Ⅱコース
・標準化　（地理情報標準(1)，地理情報標準(2)）

・製品仕様　（製品仕様の書き方，品質評価）

○東　京／２０１９年　７月　１日（月）～　７月　５日（金）
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

47,000円（40,000円＋7,000円）

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

講習科目及び期間・受講料・受験料（税込）
Ⅰコース
・GISの概念　（GISの概念，GISを支える技術）

・GISデータの作成　（データ仕様，データの入力，

                        データの検査法，実習）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

37,000円（30,000円＋7,000円）

44,000円（37,000円＋7,000円）

受講要件および認定試験受験資格

　どなたでも受講できますが、ＧＩＳについて十分な実務経
験を有していることが望ましい。
　また、本講習はＧＩＳ（２級）Ｂ課程の受講内容を理解して
いることを前提にカリキュラムが編成されています。

54,000円（47,000円＋7,000円）

Ⅲコース
・システム開発　（システム開発の体系，システム開発の実際，

                　　   システム開発演習）

・運用管理　（情報セキュリティ，システムの運用管理）

○東　京・仙　台・名古屋・広　島／

○東　京・札　幌・豊　中・福　岡／

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

59,000円（52,000円＋7,000円）

66,000円（59,000円＋7,000円）

２０１９年　６月　３日（月）～　６月　８日（土）

Ⅱコース
・GISの仕組み　（GISデータのモデルと構造，空間分析，

　　　　　　　　GISに必要なﾊｰﾄﾞｳｪｱとｿﾌﾄｳｪｱ，実習）

・GISの利用　（GISのデータの利用，GISの標準化，

  　　　　　　　　GISの導入，GISの利用例，実習）

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して２年以
上の実務経験のある者。

問合わせ及び申込み先

２０１９年　８月１９日（月）～　８月２４日（土）
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

65,000円（58,000円＋7,000円）

72,000円（65,000円＋7,000円）

受講要件および認定試験受験資格

　どなたでも受講できますが、ＧＩＳについて十分な実務経
験を有していることが望ましい。

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

○東　京／〔測量技術教育部〕

○札　幌／〔北海道支部〕

○仙　台／〔東北支部〕

○名古屋／〔中部支部〕

○豊　中／〔関西支部〕

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

ＴＥＬ．　０１１－８１２－０５６５

ＴＥＬ．　０２２－２９７－２６８３

ＴＥＬ．　０５２－２６３－６９１６

ＴＥＬ．　０６－６６３６－９７７４

　測量士の資格を有し測量に関して８年以上の実務経験
がある者、又は測量士の資格を有しＧＩＳ専門技術２級認
定者である者。

※Web講習はインターネットによる遠隔教育です。

問合わせ及び申込み先
○東　京／〔測量技術教育部〕

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

ＴＥＬ．　０９２－４１１－５６００

○広　島／〔中国支部〕

○福　岡／〔九州支部〕

ＴＥＬ．　０８２－５４４－６６４７

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



・路線測量設計（1） ２１ポイント ・路線測量設計（2） １２ポイント ・河川測量設計（1） ２４ポイント ・河川測量設計（2） １２ポイント

・路線測量設計（3） ９ポイント ・河川測量設計（3） １２ポイント

Web講習会 Web講習会

○会　員 ○会　員
○一  般 ○一  般

Web講習会 Web講習会

○会　員 ○会　員
○一  般 ○一  般

●受講要件 ●受講要件

●受験資格 ●受験資格

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

設計CPD（全国測量設計業協会連合会）対応講習会（予定） 設計CPD（全国測量設計業協会連合会）対応講習会（予定）

○東　京／〔測量技術教育部〕

○広　 島／〔中国支部〕 ＴＥＬ．　０８２－５４４－６６４７

45,000円（38,000円＋7,000円）

受講要件および認定試験受験資格

　どなたでも受講できますが、路線測量設計について十分
な実務経験を有していることが望ましい。

50,000円（43,000円＋7,000円）

受講要件および認定試験受験資格

　どなたでも受講できますが、河川測量設計について十分
な実務経験を有していることが望ましい。

２０１９年　８月　５日（月）～　８月　９日（金）

43,000円（36,000円＋7,000円）38,000円（31,000円＋7,000円）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

２０１９年　５月２７日（月）～　５月３１日（金）
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

○東　京・札　幌・富　山・福　岡／ ○東　京・名古屋・広　島／

・路線測量設計（３）　（道路構造物概論，道路構造物概論演習，

　   　　　　　　　　　　　センサーを利用した維持管理）

Ⅱコース Ⅱコース
・河川測量設計（２）　（砂防概論，砂防計画，砂防施設設計）

・河川測量設計（３）　（下水道概論，下水道設計）

・路線測量設計（２）　（交差点，土工・法面工・排水工，

　   　　　　　　　　　交差点計画演習，土工・法面工等設計演習）

39,500円（36,000円＋3,500円）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

34,500円（31,000円＋3,500円）

41,500円（38,000円＋3,500円）

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

46,500円（43,000円＋3,500円）

２０１９年　４月２２日（月）～　４月２６日（金）
○東　京・名古屋・広　島／

問合わせ及び申込み先

測量ＣＰＤポイント 測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間・受講料・受験料（税込） 講習科目及び期間・受講料・受験料（税込）
Ⅰコース Ⅰコース
・路線測量設計（１）　（道路工学概論，道路計画，幾何構造， ・河川測量設計（１）　（河川工学概論，河川計画，水文調査，

              横断設計・道路構造，地質調査と道路幾何構造， 　　　　　　　　　　　　　　　　河道計画，施設設計，河川測量）

　            路線測量，道路構造令に基づく演習）

○東　京・札　幌・富　山・福　岡／
２０１９年　５月　７日（火）～　５月１０日（金）

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して３年以
上の実務経験のある者。

問合わせ及び申込み先

※Web講習はインターネットによる遠隔教育です。

ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

○札　幌／〔北海道支部〕 ＴＥＬ．　０１１－８１２－０５６５

○福　岡／〔九州支部〕 ＴＥＬ．　０９２－４１１－５６００

○富　山／〔北陸支部〕 ＴＥＬ．　０７６－４２２－３３０５

○東　京／〔測量技術教育部〕 ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

○名古屋／〔中部支部〕 ＴＥＬ．　０５２－２６３－６９１６

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して３年以
上の実務経験のある者。

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



・用地測量調査（1） ２４ポイント ・用地測量調査（2）　　   １２ポイント ・防災論 １２ポイント ・各種災害の基礎 １２ポイント

・用地測量調査（3） １２ポイント ・ハザードマップ要論 １８ポイント

Web講習会 Web講習会

○会　員 ○会　員
○一  般 ○一  般

Web講習会 Web講習会

○会　員 ○会　員
○一  般 ○一  般

●受講要件 ●受講要件

●受験資格 ●受験資格

○仙　台／〔東北支部〕 ＴＥＬ．　０２２－２９７－２６８３

○豊　中／〔関西支部〕 ＴＥＬ．　０６－６６３６－９７７４

○高　松／〔四国支部〕 ＴＥＬ．　０８７－８２１－２４５０

　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料 　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

39,500円（36,000円＋3,500円） 43,000円（36,000円＋7,000円）

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して３年以
上の実務経験のある者。

　測量士又は測量士補の資格を有し、測量に関して３年以
上の実務経験のある者。

２０１９年　９月　９日（月）～　９月１３日（金）

30,500円（27,000円＋3,500円）

２０１９年　７月２３日（火）～　７月２６日（金）
　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料 　　　　　  　 受講料　　　　　　　受験料

43,000円（36,000円＋7,000円）

　　洪水ハザードマップの作成，火山防災ハザードマップの作成，

○東　京・仙　台・豊　中・高　松・那　覇／ ○東　京・札　幌・名古屋・広　島・高　松／

      　　　　　　　　　　　  固定資産評価）

○広　島／〔中国支部〕 ＴＥＬ．　０８２－５４４－６６４７

この講習会は，測量ＣＰＤポイントの対象学習プログラムです。

※Web講習はインターネットによる遠隔教育です。

ＴＥＬ．　０９８－９４１－０７７２○那　覇／〔沖縄支部〕 ○高　松／〔四国支部〕 ＴＥＬ．　０８７－８２１－２４５０

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに
掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。

○札　幌／〔北海道支部〕 ＴＥＬ．　０１１－８１２－０５６５

○名古屋／〔中部支部〕 ＴＥＬ．　０５２－２６３－６９１６

50,000円（43,000円＋7,000円） 37,500円（34,000円＋3,500円）

受講要件および認定試験受験資格 受講要件および認定試験受験資格

　どなたでも受講できますが、用地測量調査について十分
な実務経験を有していることが望ましい。

　どなたでも受講できますが、防災調査について十分な実
務経験を有していることが望ましい。

問合わせ及び申込み先 問合わせ及び申込み先
○東　京／〔測量技術教育部〕 ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５ ○東　京／〔測量技術教育部〕 ＴＥＬ．　０３－５６８４－３３５５

　　関連センサー技術）

Ⅱコース Ⅱコース（ハザードマップとセンサー技術コース）
・ハザードマップ要論

　（地震・津波・土砂災害ハザードマップの作成，

・用地測量調査（２）　（開発整備概論，開発計画・設計）

・用地測量調査（３）　（国土調査・地籍調査、施設管理，

46,500円（43,000円＋3,500円） 50,000円（43,000円＋7,000円）

・用地測量調査（１）　（関連法規，まちづくり概論， ・防災論　（災害・防災概要，防災トレンド，関連法規，　　

              区画整理測量，境界確認，換地計画） 　　　　　　　地理院地図等の利活用）

・各種災害の基礎　

○東　京・札　幌・名古屋・広　島・高　松／

　　（地震・津波災害，土砂災害，洪水災害，火山災害）

○東　京・仙　台・豊　中・高　松・那　覇／
２０１９年　５月１３日（月）～　５月１７日（金） ２０１９年　６月１７日（月）～　６月２１日（金）

測量ＣＰＤポイント 測量ＣＰＤポイント

講習科目及び期間・受講料・受験料（税込） 講習科目及び期間・受講料・受験料（税込）
Ⅰコース Ⅰコース（防災要論コース）

設計CPD（全国測量設計業協会連合会）対応講習会（予定）

地理空間情報専門技術講習会と同認定試験



【共通試験科目】（ｅラーニングによる自己学習）
■地理空間情報技術（全認定資格共通）

✦学習形態：インターネットを利用した自己学習 （専用Webサイトにより随時お申込みいただきます。）

✦講習内容：地理空間情報技術講習，学力試験及びレポート

✦受付期間：２０１９年５月中旬～１２月中旬（予定）

✦受講料（認定試験費用等含む）

日本測量協会会員：8,000円,一般：15,000円

✦測量CPDポイント：7ポイント

■技術管理（1級認定資格共通）

✦学習形態：インターネットを利用した自己学習 （専用Webサイトにより随時お申込みいただきます。）

✦講習内容：技術管理講習及び学力試験

✦受付期間：２０１９年５月中旬～１２月中旬（予定）

✦受講料（認定試験費用含む）

日本測量協会会員：6,000円,一般：13,000円

✦測量CPDポイント：5ポイント

■測量技術者の倫理と安全管理 （2級認定資格及び級なし認定資格※1共通）

✦学習形態：インターネットを利用した自己学習 （専用Webサイトにより随時お申込みいただきます。）

✦講習内容：測量技術者の倫理等講習及び学力試験

✦受付期間：２０１９年５月中旬～１２月中旬（予定）

✦受講料（認定試験費用含む）

日本測量協会会員：3,000円,一般：10,000円

✦測量CPDポイント：3ポイント
※1：級なし認定資格：応用測量（路線・河川・用地測量）、地理調査（防災調査、環境調査）

【認定登録更新講習】（ｅラーニングによる自己学習）
地理空間情報専門技術者は、測量技術力等の維持・向上を図るため、5年毎の登録更新講習を義務付けています。

✦学習形態：インターネットを利用した自己学習 （専用Webサイトにより随時お申込みいただきます。）

✦更新条件：測量CPDポイント30ポイント以上

✦講習内容：認定登録講習及び学力試験

✦受付期間：２０１９年５月中旬～１２月中旬（予定）

✦受講料（認定試験費用含む）

日本測量協会会員：5,000円,一般：12,000円

✦測量CPDポイント：4ポイント

『ｅラーニング』による自己学習システム

日本測量協会HP

e-Learningサイト

受講者 事務局



『空間情報総括監理技術者』資格認定試験 
 

■空間情報総括監理技術者認定制度 

広範な空間情報を通して国土管理の業務を効果的に遂行するための、高度な専 

門知識等の能力を有する測量技術者であることを日本測量協会が評価して認定する

制度です。 

   本制度は、測量計画機関が空間情報業務を計画（発注）する際の測量関係企業

における技術力の評価・判断の資料に供することを目的としています。 

 

■受験資格 

測量士かつ技術士等の資格を有する技術者 

 

■願書提出期間 

  ２０１９年６月１日（土）～６月３０日（日） 

 

■筆記試験 

◎試験日 ２０１９年７月２０日（土） 

◎会 場  東京都 

 

■面接試験 

◎試験日 ２０１９年８月３１日（土） 

◎会 場  東京都 

 

■受験料 

日本測量協会会員: 13,000 円, 一般: 20,000 円 

 

■認定資格取得後の条件 

５年毎の更新 

（更新条件として、更新時に測量 CPD ポイントを 40 ポイント以上取得） 

 

■問合せ先 

  空間情報総括監理技術者 認定試験 事務局 

  Tel：03-5684-3357   Fax：03-5684-3366  E-mail：geoinfor@jsurvey.jp 



 

 

公共測量技術講習会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
TS による３・４級基準点測量 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 
ＴＳによる３・４級基準点測量の全ての工程に加

え、「主要な成果品の取りまとめ」及び「諸計算（観
測記簿から座標計算）」の解説など実践的な講義内
容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１０日（水） 

高松 四国支部 ２０１９年 ６月２８日（金） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１１月２１日（木） 

 

 
GNSS による基準点測量 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 
「スタティック法」及び「ネットワーク型 RTK 法」など

主要な GNSS による基準点測量の全ての工程に加
え、「平均図・観測図の作成演習」及び「主要な成果
品の取りまとめ」の解説など実践的な講義内容にな
ります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月 ９日（火） 

高松 四国支部 ２０１９年 ４月２５日（木） 

盛岡 東北支部 ２０１９年 ６月２１日（金） 

大阪 関西支部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

山形 東北支部 ２０１９年 ８月 ２日（金） 

福岡 九州支部 ２０１９年 ９月１８日（水） 

横浜 関東支部 ２０１９年１０月１６日（水） 

さいたま 関東支部 ２０１９年１０月２９日（火） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１１月２０日（水） 

 

 
水準測量 （GNSS 水準測量を含む）  

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 
水準測量（GNSS 水準測量を含む）の全ての工程

に加え、諸計算の解説及び主要な成果の取りまと
めなど実践的な講義内容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１１日（木） 

高松 四国支部 ２０１９年 ８月 ６日（火） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１１月２２日（金） 

  
電子基準点のみを既知点とする 

基準点測量及びＧＮＳＳ水準測量 
 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 
 
 電子基準点のみを既知点とする基準点測量及び
「GNSS 測量による標高の測量マニュアル」に基づく
全ての工程及び「主要な成果品のとりまとめ」の解
説など実践的な講義内容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

札幌 北海道支部 ２０１９年 ４月２３日（火） 

長野 測量技術教育部 ２０１９年 ５月 ８日（水） 

宇都宮 測量技術教育部 ２０１９年 ５月３０日（木） 

静岡 中部支部 ２０１９年 ６月 ５日（水） 

那覇 沖縄支部 ２０１９年 ６月１９日（水） 

金沢 北陸支部 ２０１９年 ９月１２日（木） 

仙台 東北支部 ２０１９年１０月 ４日（金） 

 

測量計画機関・測量作業機関等が公共測量を実施するにあたり公共測量「作業規程の
準則」などの内容を十分に理解し、適正に運用するとともに効率的な測量がなされるよ
う、各講習会を実施します。また、自己学習システム（e ラーニング）による公共測量
「作業規程の準則」の「総則及び基準点測量」、「地形測量及び写真測量」及び「応用測
量」の講習会もご利用下さい。 

TS による 3・4 級基準点測量及び水準測量 
 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 
 

「TS による 3・4 級基準点測量」と「水準測量」を併
せた実践的な講義内容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

福岡 九州支部 ２０１９年 ６月１１日（火） 

青森 東北支部 ２０１９年 ７月１２日（金） 

大阪 関西支部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

 

 
ＴＳ及びＧＮＳＳによる 3・4 級基準点測量 

 
測量 CPD ポイント： 6～7 ポイント 

 
3・4 級基準点測量の全ての工程及び 3・4 級基準

点測量の観測方法で利用頻度の高い「TS 法」、「短

縮スタティック法」及び「ネットワーク型 RTK 法」の

『主要な成果品の取りまとめ』の解説及び精度比較

検証など実践的な講義内容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

札幌 北海道支部 ２０１９年 ４月２４日（水） 

釧路 北海道支部 ２０１９年 ５月２２日（水） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
路線・用地測量 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 

路線測量の全ての工程（線形決定～用地幅杭設
置測量）、用地測量の全ての工程（境界測量～用地
実測量・平面図データファイルの作成）及び「製品仕
様書・品質評価表・メタデータ」などについて解説し
ます。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

金沢 北陸支部 ２０１９年 ４月２４日（水） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

名古屋

(Web) 
中部支部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

広島

(Web) 
中国支部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

高松

(Web) 
四国支部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

福岡

(Web) 
九州支部 ２０１９年 ７月１９日（金） 

札幌 北海道支部 ２０２０年 ３月 ３日（火） 

 

 
ネットワーク型 RTK 法による基準点測量 
 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 
 

ネットワーク型 RTK 法による基準点測量の主要な
工程に加え、「平均図・観測図の作成演習」及び「成
果品のとりまとめ」などを主体とした実践的な講義内
容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

広島 中国支部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

長野 測量技術教育部 ２０１９年 ５月 ９日（木） 

岐阜 中部支部 ２０１９年 ５月 ９日（木） 

札幌 北海道支部 ２０１９年 ５月１４日（火） 

網走 北海道支部 ２０１９年 ５月２０日（月） 

宇都宮 測量技術教育部 ２０１９年 ５月３１日（金） 

高松 四国支部 ２０１９年 ６月 ６日（木） 

福岡 九州支部 ２０１９年 ６月１８日（火） 

那覇 沖縄支部 ２０１９年 ６月２０日（木） 

福井 北陸支部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

秋田 東北支部 ２０１９年 ９月 ６日（金） 

東京 関東支部 ２０１９年１１月１２日（火） 

福島 東北支部 ２０１９年１１月２９日（金） 

 

 
ＧＮＳＳによる基準点測量・水準測量 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 
「ＧＮＳＳによる基準点測量」と「水準測量」を併せ

た実践的な講義内容になります。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

津 中部支部 ２０１９年 ７月 ５日（金） 

 

 
公共測量成果のまとめ方 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 

成果の取りまとめについて、公共測量「作業規程

の準則」・「同記載要領」を使用して、「過去の事例」

等も示しながら実践的に解説します。 

（会場によって講習内容が異なります。詳細につき

ましては当協会のホームページをご参照下さい。） 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

米子 中国支部 ２０１９年 ５月１５日（水） 

静岡 中部支部 ２０１９年 ８月 ９日（金） 

新潟 北陸支部 ２０１９年 ８月２８日（水） 

高松 四国支部 ２０１９年 ８月２９日（木） 

福岡 九州支部 ２０１９年１０月 ８日（火） 

 

 
TS 等による数値地形図作成 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 
図式規定の解説（縮尺による取捨選択。注記規

則等）及び編集に関する留意点などについて解説し
ます。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

広島 中国支部 ２０１９年 ５月２２日（水） 

福岡 九州支部 ２０１９年 ５月３０日（木） 

大阪 関西支部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

 

各受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円 

 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームページに掲載致します。

なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

 
ＵＡＶを用いた空中写真測量 

 
測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

 

UAV で撮影した空中写真（既存）の撮影データを
用いて、空中三角測量、数値図化、数値地形図デ
ータ、精度管理など、UAV を用いた公共測量マニュ
アルの一連の工程について解説します。 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

岐阜 中部支部 ２０１９年 ９月 ６日（金） 

仙台 東北支部 ２０１９年 ９月２０日（金） 

札幌 北海道支部 ２０１９年１０月 ３日（木） 

広島 中国支部 ２０１９年１０月 ８日（火） 

高松 四国支部 ２０１９年１０月１０日（木） 

那覇 沖縄支部 ２０１９年１１月 ６日（水） 

新潟 北陸支部 ２０１９年１１月 ７日（木） 

福岡 九州支部 ２０１９年１１月１９日（火） 

 



測量・地図の基礎講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■『TS による測量観測技術の基礎』コース 

◆実習の解説◆三脚の据付け・機器の整準・ＴＳによる観測実習◆観測手簿・高低計算・座標計算の一部 

■『GNSS 測量の基礎』コース 

◆GNSS 測量の原理◆ＧＮＳＳ観測デモ◆基線解析デモ・簡単な基線ベクトル計算 

■『TS による測量観測技術及び GNSS 測量の基礎』コース 

◆上記の『ＴＳによる測量観測技術の基礎』と『ＧＮＳＳ測量の基礎』を併せた講習内容 

■『レベルによる測量観測技術の基礎』コース 

◆実習の解説◆自動レベルによる観測実習◆観測値の点検・高低差・標高の計算 

◆精密な水準測量の補正等の概要 

■『測量数学・誤差学の基礎』コース 

◆角度の表し方◆三角関数◆座標◆方向角と方位角◆行列の基礎◆観測と誤差◆観測の精度 

◆誤差の伝播◆算術平均とその誤差◆重み（重量） 

■『空中写真の使い方・写真判読』コース 

◆空中写真とは◆空中写真の基礎◆空中写真の使い方◆演習 

■『地形図読図』コース 

◆経度と緯度◆地図投影法◆地図の縮尺◆地形図の読み解き方◆標高断面図の作成◆地形図計測 

■『QGIS による GIS の基礎』コース 

◆GIS とは◆GIS の基本機能◆GIS の利用◆ＱＧＩＳによる演習 

■『ハザードマップの基礎』コース 

◆ハザードとは◆ハザード王国日本◆ハザードマップとは◆ハザードマップで対象とする災害 

◆ハザードマップの要件◆ハザードマップの作り方と表現の実際◆ハザードマップの利用 

■『洪水ハザードマップの基礎』コース 

◆基礎的な土地条件と自然災害◆土地の性質から水害危険区域を見抜く 

◆洪水ハザードマップの実習◆防災意識、行動、住み方 

■ 各受講料 : 会員 10,000 円、一般 17,000 円 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームペ

ージに掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

測量設計分野の技術者、土地家屋調査士、学校教師をはじめ、「測量および地図の基

礎について学びたい！」という人たちを対象とした『測量・地図の基礎講座』を各コース別

に開催します。また、測量初学者を対象とした測量士・測量士補の国家試験対策にご利用

下さい。 

測量 CPD ポイント：各コース 6 ポイント 



測量・地図の基礎講座 開催地及び日程表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GNSS 測量の基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１７日（水） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月 ４日（水） 

 
レベルによる測量観測技術の基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１６日（火） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月 ５日（木） 

 
地形図読図 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月２５日（木） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月１２日（木） 

 
空中写真の使い方・写真判読 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月２４日（水） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月１１日（水） 

 
QGIS による GIS の基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月２６日（金） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月１３日（金） 

 
測量数学・誤差学の基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

仙台（Web） 東北支部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

新潟（Web） 北陸支部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

名古屋（Web） 中部支部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

那覇(Web) 沖縄支部 ２０１９年 ４月１８日（木） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

札幌(Web) 北海道支部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

豊中（Web） 関西支部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

広島（Web） 中国支部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

高松（Web） 四国支部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

福岡（Web） 九州支部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

 

 
TS による測量観測技術の基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ４月１５日（月） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月 ３日（火） 

 

 
ハザードマップの基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

広島（Web） 中国支部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

高松（Web） 四国支部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

福岡（Web） 九州支部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

那覇（Web） 沖縄支部 ２０１９年 ７月１７日（水） 

 
洪水ハザードマップの基礎 

 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

広島（Web） 中国支部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

高松（Web） 四国支部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

福岡（Web） 九州支部 ２０１９年 ７月１８日（木） 

 
TS による測量観測技術及びＧＮＳＳ測量の基礎 
 

≪開催地区及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

名古屋 中部支部 ２０１９年 ４月１９日（金） 

高松 四国支部 ２０１９年 ９月２６日（木） 



測量・地図の中級講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■『GNSS による基準点測量』コース 

講義内容：GNSS による基準点測量の『作業計画～平均計算』 

実習内容：上空視界調査、観測記録簿、短縮スタティック法による観測 

演習内容：作業計画図・平均図・観測図の作成、基線解析、観測手簿、観測記簿の作成、点検計算、平均計算 

 

■『TS による基準点測量』コース 

講義内容：TS による基準点測量の『作業計画～平均計算』 

実習内容：TS 観測 

演習内容：作業計画図・平均図・観測図の作成、観測手簿、観測記簿の作成、偏心計算、 

点検計算（座標・高低計算）、平均計算 

 

■『ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量』コース 

講義内容：ネットワーク型 RTK 法による基準点測量 

       ネットワーク型 RTK 法の『作業計画～平均計算』 

実習内容：ネットワーク型 RTK 法による観測 

演習内容：作業計画図・平均図・観測図の作成、観測手簿、観測記簿の作成、点検計算、平均計算 

 

■『ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量及びＧＮＳＳによる水準測量』コース 

講義内容：ネットワーク型 RTK 法による基準点測量 

       ネットワーク型 RTK 法の『作業計画～平均計算』 

       ＧＮＳＳによる水準測量 

実習内容：ネットワーク型 RTK 法による観測、器械高の精密測定ほか 

演習内容：作業計画図・平均図・観測図の作成、観測手簿、観測記簿の作成、点検計算、平均計算 

 

 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームペ

ージに掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

 本講習は、測量法に基づく測量技術の実践的な技術を習得し、実作業に役立てたい測

量技術者を対象としています。講義は、測量の規範となる公共測量「作業規程の準則」に

基づく基本的な測量技術を習得するために、測量実習並びに計算演習を主体として、主

要な成果品を作成していただく等実践的な内容となっています。 



測量・地図の中級講座 開催地及び日程表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量 

 

測量 CPD ポイント： ９ポイント 

≪会場及び日程≫ 受講料：会員 22,500 円、一般 29,500 円 

地区 連絡先 日程 

関東圏 測量技術教育部 ２０１９年１０月１０日（木）～１０月１１日（金） 

 

 
GNSS による基準点測量 

 

測量 CPD ポイント：1２ポイント 

≪会場及び日程≫ 受講料：会員 30,000 円、一般 37,000 円 

地区 連絡先 日程 

宗像 九州支部 ２０１９年 ８月２７日（火）～ ８月２８日（水） 

関東圏 測量技術教育部 ２０１９年１０月２２日（火）～１０月２３日（水） 

 

 
TS による基準点測量 

 

測量 CPD ポイント：1２～１３ポイント 

≪会場及び日程≫ 受講料：会員 30,000 円、一般 37,000 円 

地区 連絡先 日程 

宗像 九州支部 ２０１９年 ８月２９日（木）～ ８月３０日（金） 

関東圏 測量技術教育部 ２０１９年１０月２４日（木）～１０月２５日（金） 

大阪 関西支部 ２０１９年１１月１９日（火）～１１月２０日（水） 

 

 
ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点測量 

及びＧＮＳＳによる水準測量 
 

測量 CPD ポイント：１２ポイント 

≪会場及び日程≫ 受講料：会員 30,000 円、一般 37,000 円 

地区 連絡先 日程 

桑名 中部支部 ２０１９年１０月１７日（木）～１０月１８日（金） 

 



サーベイアカデミー 
 

近年の目覚しい測量技術の進展、技術者の資質が重視される受注環境の変化、一方、測量成果

の品質向上に不可欠な測量基本原理の習得、など求められる時代となりました。 

サーベイアカデミーは、最先端の測量技術と大きく変化する社会環境に対応できる高度な知的能

力並びに基礎的発表能力（プレゼンテーション）、創造力（研究能力）及び管理能力を持った技術者教

育を目的として次の講習会を開催いたします。 

 

 

■初めての簡易型技術提案書作成講習会－技術提案書の作成ポイントをつかもう－ 

本講習会は、技術提案書作成に必要なポイントをわかりやすく解説し、理解すると同時にその作成方法

を習得します。講習は実習を中心に構成しており、提案書提出要請書の読み方を通じて課題や解決策を

整理し、その内容を具体の文章にまとめ、提案書をどのようにまとめていくのか、具体的な作成方法が習

得できるようなプログラム構成としています。 
 
 

■QGIS ハンズオン講座－QGIS で空間解析・分析してみよう－ 

最先端のフリーOSS 製品 Q-GIS のインストール方法から基本操作、応用操作にいたるまでインターネッ

トから自由に使える地理空間情報を利用して、実習を通じて使い方を習得できます。 

Q-GIS により様々な公開されている地理空間情報をダウンロードし、ラスタデータ、ベクタデータの編集、

フォーマット変換に加え、高度な空間解析、空間分析手法について実習を通じて習得できます。 
 
 

■初めての手軽な 3D 写真測量－UAV にも使われるデジタルカメラを通じて写真測量の基礎技術を習得しよう－  

 市販のデジタルカメラを用いる写真測量について実習形式で学習します。講習内容はカメラキャリブレー

ション、撮影方法、基準点の標定方法、標定実習（相互標定、絶対標定）、３Ｄ計測、応用計測、となってい

ます。写真測量における基本的な作業工程と基礎的な測量理論を理解することができる講習会です。 
 
 

■UAV を高度利用するためのグーグルアース－KML データ作成と共有方法について学ぼう－ 

 UAV を使った空撮コンテンツや GigaPan と呼ばれる数万円で入手可能なパノラマ機器を用いた 360 度パ

ノラマコンテンツ作成の実習も含め、単なるグーグルアースの操作にとどまらず、ビジネスに役立つ KML コ

ンテンツ作成技術とグーグルアースの組み合わせを体験し、実務での利用を前提に普段とは違うグーグル

アースの使い方を学習します。 
 
 

■ＵＡＶを用いた三次元計測とその利活用－手軽な空撮から三次元画像作成まで体験しよう－ 

UAV の導入を検討されている方々や初心者の方々を対象に、UAV による三次元計測を実習形式で学
習する講習会です。実習内容は撮影計画の作成（専用ツール利用）、UAV による撮影（幾つかのフライトプ
ランで実施）、三次元データ作成（専用ツール利用）、精度管理、利活用等に関する講習とし、UAV による地
形測量の方法と基礎を習得できます。 
 
 

■新たな地理空間情報技術を知る－話題の屋内測位技術について学ぼう－ 

 今後、屋内測位技術はより高精度に、また屋内外をシームレスに測位できる環境が実現すると考えられ、

測量・地理空間情報分野における新たな取組みとして展開されることも考えられます。このような背景から、

本講習会では屋内測位の最前線やさまざまな活用事例について講習を行います。 

 
 



■航空グリーンレーザ計測とその利活用－注目の航空レーザ測深（ALB）について学ぼう－ 

今、注目されている航空グリーンレーザ測量について最新技術動向や利活用事例などについて情報提供す

る講習会です。この技術が水面下の地形を計測できる特長があることから、河川の縦横断測量や浅海での深浅

測量などの利活用について講習を行います。 
 
 

■3D 地形点群モデル解析基礎技術－３D 点群のハンドリングを学ぼう－ 

3D 点群データのハンドリングは UAV などの普及もあり、今後は誰でもが扱える時代となりました。本講

習は航空レーザ、ＭＭＳ、地上レーザ、UAV などプラットフォームに依存しない 3D 点群データの作成、編集、

モデリング、利用など SFM（Structure from Motion）を用いて実習形式で習得できます。 
 
 

■QGIS による衛星画像解析の基礎－QGIS による画像解析を学ぼう－ 

 近年、QGIS の普及に伴い、QGIS のプラグイン Semi-Automatic Classification Plugin(SCP)が利用可能と

なりました。SCP プラグインの機能を学びながら、光学衛星画像データ、数値標高モデル、ラスタデータ等

について解析の基礎を学びます。 

 

 

■UAV 取得データを用いた地形表現技術－既存データを用いてさまざまな表現方法を学ぼう－ 

 UAV による地形計測事例が増加しつつありますが、三次元地形データを視覚的に分かりやすく表現する

技術は極めて重要です。本講習会はこの表現技術について複数事例の講習を通じて表現技術の理解を

深めることを目的とした講習会です。 

 

 

■UAV 取得データを用いた災害地の計測と調査－既存データを用いて計測・調査技術を実習を通じて学ぼう－ 

UAV が災害発生後の災害対応の初動調査に多く利用されている事から、実際に UAV で取得されたデー

タを用いて、災害対応におけるデータ処理の要点や留意点など実習を通じて習得することを目的とした講

習会です。 

 

 

■UAV 取得データを用いた写真測量と地形図作成－既存データを用いて地形図作成技術を実習を通じて学ぼう－ 

UAV を用いる三次元計測による地形図作成について、実際に UAV で取得されたデータを用い、特にデ

ータ処理、数値図化、について実習を通じて習得することを目的とした講習会です。 

 

 

 

 

●問い合わせ先（講習内容の詳細） 

サーベイアカデミー事務局 TEL 03-5684-3357  E-mail  academy@jsurvey.jp 
 

 

  



サーベイアカデミー開催地及び日程表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
航空グリーンレーザ計測とその利活用 

 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ９月２０日（金） 

 
QGIS ハンズオン講座 

 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 
２０１９年 ６月２６日（水） 

～２７日（木） 

仙台 東北支部 
２０１９年１０月１０日（木） 

～１１日（金） 

豊中 関西支部 
２０１９年１０月２２日（火） 

～２３日（水） 

福岡 九州支部 
２０２０年 １月２１日（火） 

～２２日（水） 

 
初めての簡易型技術提案書 

作成講習会 
 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

仙台 東北支部 
２０１９年 ４月１１日（木） 

～１２日（金） 

豊中 関西支部 
２０１９年 ４月１８日（木） 

～１９日（金） 

東京 測量技術教育部 
２０１９年 ６月 ４日（火） 

～ ５日（水） 

 
ＵＡＶを高度利用するための 

グーグルアース 
 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

名古屋 中部支部 
２０１９年 ８月２９日（木） 

～３０日（金） 

東京 測量技術教育部 
２０１９年 ９月１７日（火） 

～１８日（水） 

 

 
ＵＡＶを用いた三次元計測と 

その利活用 
 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

（宿泊が伴う場合は別途宿泊費が必要です。） 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

富士吉田 測量技術教育部 
２０１９年１０月２９日（火） 

～３０日（水） 

 
初めての手軽な３Ｄ写真測量 

 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 
２０１９年 ５月 ９日（木） 

～１０日（金） 

富山 北陸支部 
２０１９年 ７月 ４日（木） 

～ ５日（金） 

仙台 東北支部 
２０１９年 ９月２６日（木） 

～２７日（金） 

札幌 北海道支部 
２０２０年 ３月 ４日（水） 

～ ５日（木） 

 
新たな地理空間情報技術を知る 

 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ９月９日（月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームペ

ージに掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

 

 
ＱＧＩＳによる衛星画像解析の基礎 

 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 15,000 円、一般 22,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月１０日（火） 

 
３Ｄ地形点群モデル解析基礎技術 

 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 15,000 円、一般 22,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

名古屋 中部支部 ２０１９年 ８月 ２日（金） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年１２月 ６日（金） 

 
ＵＡＶ取得データを用いた 

災害地の計測と調査 
 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 15,000 円、一般 22,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月２９日（月） 

豊中 関西支部 ２０１９年 ９月２６日（木） 

名古屋 中部支部 ２０１９年１０月 ４日（金） 

札幌 北海道支部 ２０１９年１０月３１日（木） 

福岡 九州支部 ２０１９年１２月１７日（火） 

 
ＵＡＶ取得データを用いた 

地形表現技術 
 

測量 CPD ポイント： 6 ポイント 

受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 ２０２０年 ２月１４日（金） 

名古屋 中部支部 ２０２０年 ３月 ６日（金） 

 
ＵＡＶ取得データを用いた 

写真測量と地形図作成 
 

測量 CPD ポイント：10 ポイント 

受講料：会員 23,000 円、一般 30,000 円 

≪会場及び日程≫ 

地区 連絡先 日程 

東京 測量技術教育部 
２０１９年１０月１７日（木） 

～１８日（金） 

 



日本測量協会は、国家試験を目指してこれから測量を学ぼうとする方や、測量関連分野に従事している方が、測量
技術をより正確かつ体系的に理解するために必要な数学の基礎知識を平易に解説する講習会を実施します。

□対象者：これから測量を学ぼうとする方または測量関連分野に従事する技術者

□講習方法：日本測量協会ＨＰ「eラーニング」ページからの受講及び受験等
□講習経費：4,000円/件（日本測量協会会員）、11,000円/件（一般:非会員）
□学習履歴登録料：無料（日本測量協会正会員および準会員）、520円/件（その他）

JAS eラーニング
日本測量協会（略称ＪＡＳ）は、平成26年度からインターネット

を利用して「最新の測量・地理空間情報技術をいつでも、どこ
でも学習」が可能な自己学習システム（以下、「ＪＡＳ ｅラーニ
ング」）による測量技術指導を実施しています。

・職場や自宅等で学習できる。

・自分の空き時間やペースで学習できる。
・繰り返し学習・到達度判定テスト等が受けられる。

自分のペースで達成度に応じた学習が
繰り返しできるため知識の定着に向いています！！

シニア測量技術者講習会のご案内

日本測量協会は、シニア層の就業機会の増加、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、平成27年度から「シニア測量技術者講習会」を開始しています。その講習会の修了者は、
日本測量協会に登録し、登録情報は測量作業機関（特別会員）に公開しています。

□対象者：企業等での60歳から70歳ぐらいの測量技術等を有する者
□受験資格：「測量士」かつ「日本測量協会の会員」で、次の何れかの資格を有する者
・日本測量協会認定資格「地理空間情報専門技術者・空間情報総括監理技術者」の資格を有する者
・「地理空間情報専門技術者」と同等以上の専門技術を有する者
□登録基準：技術講習を受講及び試験等に合格した者
□講習方法：日本測量協会ＨＰ「JAS  eラーニング」ページからの受講及び受験等
□講習経費：10,000円（日本測量協会認定資格者）、20,000円（日本測量協会認定資格者以外）
□登録料及び登録者の更新料（１年毎）：5,000円（登録料）、3,000円（更新料）
注：測量会社等に在職している方は、在職している会社の登録承認書（様式は任意）を提出していただきます。

最新の公共測量『作業規程の準則』の解説講習会のご案内

日本測量協会は、平成28年3月31日一部改正された公共測量「作業規程の準則」の「総則及び基準点測量」、「地形
測量及び写真測量」及び「応用測量」について、改正の要点を含む最新の作業規程の準則を平易に解説する講習会

を実施しています。なお、この講習会は公共測量に従事する測量技術者が改正内容を十分に理解し、実務に適用する
ことで新たな測量技術の習得や高品質な測量成果をより一層効果的かつ効率的に取得できることを目的としています。

□対象者：公共測量に従事する測量技術者
□受講科目： 「総則及び基準点測量」、「地形測量及び写真測量」、「応用測量」
□講習方法：日本測量協会ＨＰ「JAS  eラーニング」ページからの受講及び受験等
□講習経費：6,000円/件（日本測量協会会員）、13,000円/件（一般:非会員）
□学習履歴登録料：無料（日本測量協会正会員および準会員）、520円/件（その他）

測量CPDポイント：10ポイント

測量CPDポイント： 4ポイント測量・地図の基礎講座「測量数学の初歩」のご案内

測量CPDポイント：各 6ポイント



２０２０年国家試験受験対策 

測量士・測量士補受験対策 
 

 

本講座は、新しい出題傾向に基づいた模擬問題と受験テキストをもとに、元試験委

員等の経験をもつ講師陣による添削、アドバイスを通じて、確実な実力アップをめざし

ます。また、本講座は毎年高い合格率を誇るとともに、受講者からも高く評価されてい

ます。 

■ 通信添削講座－測量技術者に要求されている広い知識に応える－ 

 この講座は一般教育訓練給付金制度対象（厚生労働大臣指定）の講座です。 

 

◆講座内容 

  各科目の専門講師が、長年にわたって出題された問題、また近年の新技術に関する問

題を統計的に分析し、多くの実践的模擬問題を解答し、解説を学習することによって実

力アップすることができます。平成２９年から本講座は模擬問題（択一式）の解答には

「いつでも、どこでも学習」が可能な自己学習システム（JAS e ラーニング）を利用しま

す。JAS e ラーニングは、自分のペースで学習が繰り返しできるため、知識の定着に向い

ています。JAS e ラーニングの詳しい内容は、日本測量協会ホームページをご覧下さい。 

◆講習期間 

  ２０１９年１２月１日～２０２０年５月中旬の約１８０日 

◆受講料 

  測量士コース ：５８，０００円（税込） 

  測量士補コース：５１，０００円（税込） 

 

■答案練習セミナー－集中講義で実力アップを図る－ 

◆講義内容 

各科目の専門講師が作成した模擬問題を使用し、科目別に重要ポイントの講義及び解

説を行う国家試験受験対策の短期集中セミナーです。 

 

セミナー会場 答案練習セミナー日程 講習方法 

東京会場 
測量士 ：２０２０年３月１１日（水）～１５日（日）５日間 

測量士補：２０２０年３月２６日（木）～２９日（日）４日間 
対面方式 

大阪会場 ２０２０年３月下旬（３日間） 対面方式 

福岡会場 ２０２０年３月２７日（金）～２９日（日）３日間 対面方式 

札幌会場 

測量士 ：２０２０年３月１１日（水）～１５日（日）５日間 

 

測量士補：２０２０年３月２６日（木）～２９日（日）４日間 

Web 方式 

東京会場で

行なわれる

セミナーを

実況中継し

ます。 

仙台会場 

新潟会場 

名古屋会場 

広島会場 

高松会場 

那覇会場 

 

－ 元試験委員等が直接指導する信頼と実績の講座 － 

測量 CPD ポイント：17 ポイント 

測量 CPD ポイント：18～27 ポイント 



 
 
この講習は日本測量協会の会員以外の方も受講することができます。 
※ただし、会員以外の方で資料を希望する場合は資料代が必要になります。 

地理空間情報セミナー 資料代 ２，０００円 

 

地理空間情報セミナー 

～測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー～ 
 

測量業界におきましては技術力や業務実績、技術資格などの多方面にわたる視点から評価される時代

になっています。このような現状を鑑み、今年度は、従前の「地理空間情報技術セミナー」、「CPD 利活用セミ

ナー」、「スキルアップセミナー」のエッセンスをコンパクトに受講できるように 1 日講習として開催します。この

アドバンスセミナーでは広く測量・地理空間情報界で活躍されている多くの技術者の方々に向け、最新の技

術動向、技術力を生かすスキル、CPD ポイントの活用方法などについて紹介します。 

 

■開催日程・開催地（予定） 

開催地 連絡先 開催日 開催地 連絡先 開催日 

大阪 関西支部 ２０１９年 ５月２２日（水） 札幌 北海道支部 ２０１９年１１月２１日（木） 

旭川 北海道支部 ２０１９年 ９月１２日（木） 那覇 沖縄支部 ２０１９年１２月 ４日（水） 

東京 関東支部 ２０１９年 ９月１３日（金） 秋田 東北支部 ２０１９年１２月１３日（金） 

松本 関東支部 ２０１９年 ９月２５日（水） 高松 四国支部 ２０１９年１２月１９日（木） 

金沢 北陸支部 ２０１９年１０月１０日（木） 大分 九州支部 ２０２０年 １月１６日（木） 

名古屋 中部支部 ２０１９年１０月１１日（金） 仙台 東北支部 ２０２０年 １月２４日（金） 

松江 中国支部 ２０１９年１０月１７日（木） 福岡 九州支部 ２０２０年 ２月２０日（木） 

広島 中国支部 ２０１９年１１月２１日（木）    

 

イブニングセミナー 
測量技術者から、一般の方々を対象に地理空間情報分野における最新の技術の動向、技術者の教育、

新ビジネスの展開などに関する様々なテーマで開催します。 

 

■開催日程・開催地（予定） 

開催地 連絡先 開催日 開催地 連絡先 開催日 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ５月２４日（金） 東京 測量技術教育部 ２０１９年１１月１５日（金） 

仙台(Web) 東北支部 ２０１９年 ５月２４日（金） 仙台(Web) 東北支部 ２０１９年１１月１５日（金） 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ９月 ４日（水） 大阪(Web) 関西支部 ２０１９年１１月１５日（金） 

仙台(Web) 東北支部 ２０１９年 ９月 ４日（水） 東京 測量技術教育部 ２０２０年 ３月１８日（水） 

大阪(Web) 関西支部 ２０１９年 ９月 ４日（水） 仙台(Web) 東北支部 ２０２０年 ３月１８日（水） 

広島(Web) 中国支部 ２０１９年 ９月 ４日（水） 大阪(Web) 関西支部 ２０２０年 ３月１８日（水） 

日本測量協会が開催する無料講習会 

測量 CPD ポイント： 5～6 ポイント 

測量CPDポイント： １ポイント 



地図と測量の公開講座 
測量技術者から、一般の方々を対象に地理空間情報社会の基盤をなす測量や地図について、楽しく、分

かり易く解説します。 

 

■開催日程・開催地（予定） 

開催地 連絡先 開催日 開催地 連絡先 開催日 

東京 測量技術教育部 ２０１９年 ７月１２日（金） 仙台(Web) 東北支部 ２０２０年 １月２９日（水） 

東京 測量技術教育部 ２０２０年 １月２９日（水） 大阪(Web) 関西支部 ２０２０年 １月２９日（水） 

 

 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームペ

ージに掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

測量CPDポイント： １ポイント 



その他の講習会等 
 

■スペーシャリストの会（第２回）地理空間情報講演会 

◆開催地：仙台 ◆開催日：８月３０日                    ◆連絡先：東北支部 

■管理職研修会 

◆開催地：東京 ◆開催日：４月２３日～２４日               ◆連絡先：関東支部 

■現場応用新技術講習会 

◆開催地：東京 ◆開催日：６月１１日                   ◆連絡先：関東支部 

■応用測量技術研究発表会 

◆開催地：東京 ◆開催日：７月下旬                  ◆連絡先：関東支部 

■測量経営者研修会 

◆開催地：東京 ◆開催日：８月３０日                    ◆連絡先：関東支部 

■G 空間ほっとセミナーin 中部 

◆開催地：名古屋 ◆開催日：４月１９日・１０月２５日        ◆連絡先：中部支部 

■点群データのオペレーティング 

◆開催地：岐阜 ◆開催日：５月２５日                 ◆連絡先：中部支部 

■測量技術者のための i-construction セミナー 

◆開催地：小牧 ◆開催日：１０月３１日                 ◆連絡先：中部支部 

■特別講演会（SP の会）DVD 

◆開催地：名古屋 ◆開催日：１２月中旬                 ◆連絡先：中部支部 

■スペースサロン＠kansai  

◆開催地：大阪 ◆開催日：７月下旬・１０月下旬・１２月下旬    ◆連絡先：関西支部 

■技術士一次試験対策講座 

◆開催地：大阪 ◆開催日：６月１日          ◆連絡先：関西支部 

■情報化施工技術セミナー 

◆開催地：大阪 ◆開催日：１０月下旬    ◆連絡先：関西支部 

■測量設計業のトップセミナー 

◆開催地：大阪 ◆開催日：１１月下旬    ◆連絡先：関西支部 

■特別講演会（ｽﾍﾟｰｼｬﾘｽﾄの会）ＤＶＤ 

◆開催地：大阪 ◆開催日：１月下旬         ◆連絡先：関西支部 

■「知っとーと セミナー in 九州」 

◆開催地：福岡 ◆開催日：５月１５日・１２月         ◆連絡先：九州支部 

 

※各講習会の詳細につきましては講習会開催日の約２ヶ月前に月刊『測量』および当協会ホームペ

ージに掲載致します。なお、申し込み人数が１０名未満の場合は、中止する可能性があります。 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



測量関係法令集　平成30年版
定価４，０１２円　会員価格３，６１０円　送料６６０円
測量学事典
定価１４，３９９円　会員価格１２，９５０円　送料６６０円
測量用語辞典
定価２，５９２円　会員価格２，３３０円　送料４５０円
基準点測量（測量叢書①）
定価３，７８０円　会員価格３，４００円　送料４５０円
地形測量（測量叢書②）
定価１，２９６円　会員価格１，１６０円　送料４００円
写真測量（測量叢書③）
定価２，５９２円　会員価格２，３３０円　送料４００円
地図編集（測量叢書④）
定価２，５９２円　会員価格２，３３０円　送料４５０円
応用測量（測量叢書⑤）
定価３，８７９円　会員価格３，４９０円　送料４５０円
測量誤差の処理法
定価１，４０４円　会員価格１，２６０円　送料４００円
測量の誤差と最小二乗法
定価１，６２０円　会員価格１，４５０円　送料４００円
測量のための数学入門
定価３，１４６円　会員価格２，８３０円　送料４５０円
図解  測量学要論
定価８，０２２円　会員価格７，２１０円　送料６６０円
現地調査　安全衛生手帳
定価７５６円　会員価格６８０円　送料２０５円
目で見る測量（CD-ROM）
定価５，６５８円　会員価格５，０９０円　送料４１０円
実務者のためのＧＰＳ測量
定価１，９５４円　会員価格１，７５０円　送料３０５円
進化する自治体GIS
定価２，４６８円　会員価格２，２２０円　送料４５０円
北極星・太陽による方位角測定の実際（復刻版）
定価２，０５７円　会員価格１，８５０円　送料４００円
ＧＩＳに関するＱ＆Ａ（改訂版）
定価１，２３４円　会員価格１，１１０円　送料３０５円
地球を測った科学者の群像
定価２，５７１円　会員価格２，３１０円　送料４５０円
伊能忠敬の足跡をたどる
定価１，８１４円　会員価格１，６３０円　送料４００円
書く前にどう考えるか
定価２，４１１円　会員価格２，１６０円　送料４００円
空間情報工学（改訂版）
定価２，４６８円　会員価格２，２２０円　送料４５０円
空間情報工学概論
―実習ソフト・データ付き―
定価３，５９９円　会員価格３，２３０円　送料４５０円
空間情報技術の実際
定価３，４９７円　会員価格３，１４０円　送料６６０円
デジタル写真測量
定価４，９３６円　会員価格４，４４０円　送料６６０円
デジタル写真測量の理論と実践
定価４，９３６円　会員価格４，４４０円　送料６６０円
デジタル写真測量の基礎
定価２，２６３円　会員価格２，０３０円　送料４００円
ＧＩＳ実習マニュアル ArcGIS 版
定価３，０８５円　会員価格２，７７０円　送料６６０円
世界測地系と座標変換
定価１，６４５円　会員価格１，４８０円　送料４００円
リモートセンシング読本
定価２，０５６円　会員価格１，８５０円　送料４５０円
ハザードマップ
定価３，０８５円　会員価格２，７７０円　送料５５０円
改訂版 GISワークブック
定価２，５７１円　会員価格２，３１０円　送料４５０円
立体ハリガミを楽しもう
定価１，４４０円　会員価格１，２９０円　送料４５０円

ー公共測量ー作業規程の準則
定価４，１１４円　会員価格３，７００円　送料６６０円

ー公共測量ー作業規程の準則解説と運用（基準点測量編、応用測量編）
定価３，７８０円　会員価格３，４００円　送料６６０円

ー公共測量ー作業規程の準則解説と運用（地形測量及び写真測量編）
定価３，８８８円　会員価格３，４９０円　送料６６０円

ー公共測量ー作業規程の準則基準点測量記載要領
定価５，１４２円　会員価格４，６２０円　送料７６０円

平成６年国土基本図図式
定価１，８８７円　会員価格１，６９０円　送料４００円

平成元年１/５万地形図図式
定価２，５７１円　会員価格２，３１０円　送料４００円

地図情報レベル10000数値地形図図式
定価２，７００円　会員価格２，４３０円　送料４５０円

空間情報分野の技術提案事例集
定価３，０８６円　会員価格２，７７０円　送料６６０円

図説 測地学の基礎
定価２，０５７円　会員価格１，８５０円　送料４５０円

測量管理技術
定価１，２３４円　会員価格１，１１０円　送料４００円

やさしい測量平均計算法
定価２，０５７円　会員価格１，８５０円　送料４００円

図説　GPS　―測位の理論―
定価２，０５７円　会員価格１，８５０円　送料４５０円

実務者向け地理空間情報の流通と利用
定価２，５７１円　会員価格２，３１０円　送料６６０円

用地測量（公共測量作業規程の準則 準拠）
定価２，９８２円　会員価格２，６８０円　送料５５０円

アルピニストとハイカーがまとめた一等三角点総覧
定価１，３３８円　会員価格１，２００円　送料４００円

地理空間情報工学演習
定価２，３６６円　会員価格２，１２０円　送料４５０円

地理空間情報コンサルタントへの道
定価２，０５７円　会員価格１，８５０円　送料４００円

図版でみる江戸時代の測量術
定価８２２円　会員価格７３０円　送料４００円

測量者のためのビジネス情報ファイル3
定価１，２３４円　会員価格１，１１０円　送料３０５円

国土を測る技術の基礎
定価２，９１６円　会員価格２，６２０円　送料４５０円

地理空間情報の技術商品から知る問題発見・解決のコツ
定価２，７００円　会員価格２，４３０円　送料４５０円

公共測量成果検定における指摘事項事例集
定価１，６００円　会員価格１，４４０円　送料４５０円

測量系技術者のための技術文章分析のコツ
定価２，１７０円　会員価格１，９５０円　送料４００円

ドキュメント　技術を創ったエンジニア
定価１，４０４円　会員価格１，２６０円　送料４５０円

空間情報総括監理技術者からのメッセージ
定価１，６２０円　会員価格１，４５０円　送料４５０円

地形表現とその周辺
定価１，４０４円　会員価格１，２６０円　送料４５０円

測量系技術者のための技術士（建設部門）合格への道
定価２，８０８円　会員価格２，５２０円　送料４５０円

測量士・士補国家試験　受験テキスト
定価３，５００円　会員価格３，１５０円　送料６６０円

平成30年　測量士・士補　国家試験問題模範解説集
定価２，３６６円　会員価格２，１２０円　送料４００円

測量士・士補国家試験　科目別模範解答集（平成25年～29年）
定価２，６７５円　会員価格２，４００円　送料６６０円

GNSSのすべて（古今書院）
定価１６，２００円　会員価格１４，５８０円　送料６６０円

新版日本の地籍（古今書院）
定価３，２４０円　会員価格２，９１０円　送料４００円

２０１８年12月現在 ※表示の価格は，税込（8％）価格です。※送料は，荷造料を含んでいます。 公益社団法人日本測量協会刊行部 ０３－５６８４－３３５４/ FAX０３－５６８４－３３６４



◇測量教育等のお問い合わせ

測量CPD関係 教務部 TEL：03-5684-3360

各種講習会関係
受験対策講座関係

測量技術
教育部

TEL：03-5684-3355

サーベイアカデミー関係
測量技術
教育部

TEL：03-5684-3357

刊行図書関係 刊行部 TEL：03-5684-3354

◇各支部お問い合わせ

北海道支部 TEL：011-812-0565 関西支部 TEL：06-6636-9774

東北支部 TEL：022-297-2683 中国支部 TEL：082-544-6647

関東支部 TEL：03-5684-3499 四国支部 TEL：087-821-2450

北陸支部 TEL：076-422-3305 九州支部 TEL：092-411-5600

中部支部 TEL：052-263-6916 沖縄支部 TEL：098-941-0772


