測量ＣＰＤポイント
ＧＮＳＳ基準点測量

18 ポイント

ＴＳ基準点測量

18 ポイント

〈２０１９年度〉地理空間情報専門技術講習会・同２級認定試験のお知らせ

基準点測量 B 課程講習会（基準点測量コース・実習なし）
仙台会場
平成２５年度から、最新の公共測量「作業規程の準則」及び同記載要領に基づく、基
準点測量成果品の品質確保を目的とした演習主体の講義内容に変更しました。
また、この講習会・認定試験は、講習会のみを受講することも可能です。
主催 公益社団法人日本測量協会
後援 国土交通省 国土地理院
基準点測量Ｂ課程講習会は、最新の基準点測量に関する知識と理論並びに計画から成果品までの
実務に関する幅広い技術を付与し、技師クラスの技術者を養成することを目的としています。同認定試
験によりこれらの技術水準に達しているかについて評価するものです。
認定試験科目の「TS 基準点測量」、「GNSS 基準点測量」、「水準測量」及び e ラーニング科目である
「地理空間情報技術」、「測量技術者の倫理・安全管理」 の全科目（５科目）に合格しますと、地理空
間情報専門技術者（基準点測量２級）として登録・認定が可能になります。厳しい環境が取り巻く測量界
にあっても地理空間情報専門技術者は、測量業界始め、測量発注機関からもその総合能力を高く評価
されています。
なお、同認定資格は、国土地理院の『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』
として登録されています。
今回は基準点測量コースの講習会及び認定試験を下記の要領で実施致しますので、奮ってご参加
下さるようご案内申し上げます。
1.

受講要件及び受験資格
受講要件：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事が望ましい。
本講習会は、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）の講習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。
受験資格：測量士又は測量士補であり、測量に関し２年以上の実務経験を有する者

2.

日程及び場所

２０１９年 ７月１７日（水）～ ７月２３日（火）
・ＴＳ基準点測量科目
認定試験

７月１７日（水） ９：３０～ ７月１９日（金）１６：３０
７月２０日（土）１０：００～１１：３０

・ＧＮＳＳ基準点測量科目 ７月２０日（土）１３：３０～ ７月２３日（火）１２：３０
認定試験 ７月２３日（火）１５：００～１６：３０

仙萩ビルディング ２階 会議室
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-1-12

3.

講 師

4.

受講定員 ２０名

5.

教材

6.

公益社団法人 日本測量協会専任講師

講師作成テキスト（テキストは会場にてお渡しします）

主な講習項目
科目

Ｔ
Ｓ
基
準
点
測
量

Ｇ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
基
準
点
測
量

7.

8.

講義項目

細 部 項 目

序説

測量の基準、基準点測量の意義、基準点測量体系、水平位置の表し方

公共測量「作業規程の準則」

通則、TS 基準点測量の方式、作業計画・選点・埋標・観測・点検計算等・

に基づく TS 基準点測量

平均計算、精度管理、品質評価、メタデータ、電子納品

公共基準点測量「記載要領」
に基づく計算演習

平均計画図・平均図・観測図の作成、記簿作成、偏心計算、標高計算、
基準面上の距離の計算、座標計算、厳密網平均計算、成果表作成、精
度管理表

GNSS 測量の基礎

GNSS 測量の原理、GNSS に用いる座標系、座標変換

公共測量「作業規程の準則」

GNSS 基準点測量の方式、作業計画・選点・埋標・GNSS の観測方法・観

に基づく GNSS による基準

測・セミダイナミック補正・点検計算・三次元網平均計算、精度管理、品質

点測量

評価

公共基準点測量「記載要領」
に基づく計算演習

受講料及び受験料
全科目
会員
一般

平均計画図・平均図・観測図の作成（スタティック法、電子基準点スタティ
ック法・ネットワーク型 RTK 法）、基線解析、セミダイナミック補正、点検計
算、三次元網平均計算、精度管理表

81,000 円（税込）
88,000 円（税込）

受講料
受験料
（74,000 + 7,000 ）
（81,000 + 7,000 ）

TS 基準点測量
会員
40,500 円（税込）
一般
47,500 円（税込）

（37,000 +
（44,000 +

3,500 ）
3,500 ）

GNSS 基準点測量
会員
40,500 円（税込）
一般
47,500 円（税込）

（37,000 +
（44,000 +

3,500 ）
3,500 ）

申込・その他
１）申込み方法 ： インターネットからお申込み下さい。アドレスは下記のとおりです。

ＴＳ基準点測量の申込はこちら
ＧＮＳＳ基準点測量の申込はこちら
お申込み完了後、受講料、受験料は、下記口座へお振込み（又は現金書留にて郵送）下さい。
なお、振込手数料は、ご負担にてお願い致します。
三菱ＵＦＪ銀行 春日町支店 普通 No.１０２１３２３
公益社団法人日本測量協会
シャ）ニホンソクリョウキョウカイ

２）申込み期限（受講料等の入金締切日） ：
TS 基準点測量 GNSS 基準点測量

２０１９年 ６ 月 ２ ８ 日 （ 金 ）

３）問合せ先
申込み案内
公益社団法人 日本測量協会 測量技術教育部
〒113-0001 東京都文京区白山 1-33-18
Tel: 03-5684-3355 Fax: 03-5684-3366 E-Mail: kyouiku@jsurvey.jp
会場案内
公益社団法人 日本測量協会 東北支部 事務局
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡５丁目１番１２号 仙萩ビルディング６階
Tel: 022-297-2683 Fax: 022-297-2665 E-Mail: touhoku@jsurvey.jp
４）その他
※ 申込み期限（受講料等の入金締切日）後は、支払われた受講料等は原則返金でき
ませんのでご了承ください。
但し、講習会が中止等で開催されない場合は、返金いたします。
※ 申し込み期限において申込人数が 10 名未満の場合は中止する場合があります。
※ 受験者には、後日結果を通知致します。
※ 地理空間情報専門技術者認定に登録更新制度が義務化されましたので、当該技
術者認定登録後、５年毎の登録の更新が必要となります（更新申込時に測量ＣＰＤ
ポイントが３０ポイント必要です）。
※ 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。

平成２６年度から日本測量協会の講習会に
『ｅラーニング』を導入
≪e ラーニング講習科目≫
①地理空間情報技術：全認定資格共通科目
②技術管理：各種 1 級資格共通科目
③測量技術者の倫理と安全管理：各種２級・級なし資格共通科目)
④地理空間情報専門技術認定登録更新講習

『ｅラーニング』による自己学習システム

受講者

事務局
②申込確認

①受講申込

③受講対象確認
⑤振込案内確認
⑥振込

日本測量協会HP
e-Learningサイト

⑩ＩD・パスワード受領
⑪ログイン
・受講
・試験問題解答
⑭受講証明書等受領

④振込案内メール
⑦振込確認
⑧受講者登録
⑨自動通知メール
ID・パスワード発行

⑫合否確認

⑬受講証明書
等交付

『e ラーニング』につきましては、5 月中旬頃にお申し込み受付開始を予定しております。
お申し込み開始時には当協会ホームページで告知いたします。
公益社団法人日本測量協会ホームページ
http://www.jsurvey.jp

