


























 

 

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 令和３年 ４月 ８日（木） 

札幌 北海道支部 令和３年 ４月１４日（水） 

秋田 東北支部 令和３年 ４月２１日（水） 

福島 東北支部 令和３年 ６月２３日（水） 

高松 四国支部 令和３年 ７月１５日（木） 

新潟 北陸支部 令和３年 ９月 ９日（木） 

宇都宮 測量技術教育部 令和３年 ９月１５日（水） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月２５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 令和３年 ４月 ７日（水） 

高松 四国支部 令和３年 ４月 ９日（金） 

札幌 北海道支部 令和３年 ４月１３日（火） 

広島 中国支部 令和３年 ４月２１日（水） 

青森 東北支部 令和３年 ５月２１日（金） 

山形 東北支部 令和３年 ６月１６日（水） 

那覇 沖縄支部 令和３年 ６月２４日（木） 

大阪 関西支部 令和３年 ７月２９日（木） 

福井 北陸支部 令和３年 ８月１７日（火） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月２４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

に加えて、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 令和３年 ４月 ９日（金） 

仙台 東北支部 令和３年 ５月１２日（水） 

盛岡 東北支部 令和３年 ７月２８日（水） 

高松 四国支部 令和３年 ８月 ５日（木） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月２６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
「作業規程の準則」に追加された「GNSS測量機によ
る水準測量」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 

新潟 北陸支部 令和３年 ７月 １日（木） 

宇都宮 測量技術教育部 令和３年 ９月１４日（火） 

津 中部支部 令和３年１０月１３日（水） 

 

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。 

※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。 

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 

那覇 沖縄支部 令和３年 ６月２５日（金） 

大阪 関西支部 令和３年 ７月２８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 

富山 北陸支部 令和３年 ４月２７日（火） 

東京 測量技術教育部 令和３年 ６月 ８日（火） 

広島

(Web) 
中国支部 令和３年 ６月 ８日（火） 

高松

(Web) 
四国支部 令和３年 ６月 ８日（火） 

福岡

(Web) 
九州支部 令和３年 ６月 ８日（火） 

名古屋 中部支部 令和３年 ７月１５日（木） 

長野 測量技術教育部 令和３年 ９月 ２日（木） 

札幌 北海道支部 令和４年 ２月２２日（火） 

帯広 北海道支部 令和４年 ２月２４日（木） 

 

 
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「主
要な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 

米子 中国支部 令和３年 ４月１５日（木） 

網走 北海道支部 令和３年 ５月１１日（火） 

広島 中国支部 令和３年 ５月１２日（水） 

静岡 中部支部 令和３年 ５月１３日（木） 

高松 四国支部 令和３年 ５月１４日（金） 

金沢 北陸支部 令和３年 ７月２７日（火） 

福岡 九州支部 令和３年 ８月２４日（火） 

長野 測量技術教育部 令和３年 ９月 １日（水） 

東京 関東支部 令和３年１１月１７日（水） 

  
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 

岐阜 中部支部 令和３年 ７月 １日（木） 

 

 
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 

松江 中国支部 令和３年 ６月 ３日（木） 

富山 北陸支部 令和３年 ６月１８日（火） 

高松 四国支部 令和３年 ８月２６日（木） 

東京 関東支部 令和３年 ９月中旬 

津 中部支部 令和４年 ２月２４日（木） 

 

 
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 

大阪 関西支部 令和３年 ７月２７日（火） 

 

各受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円（税込） 

 
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、「公共測量作業規程の準則」
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 

釧路 北海道支部 令和３年 ５月２５日（火） 

東京 測量技術教育部 令和３年 ６月 ７日（月） 

大阪 関西支部 令和３年 ６月２２日（火） 

富山 北陸支部 令和３年 ６月２３日（火） 

仙台 東北支部 令和３年 ８月２６日（木） 

高松 四国支部 令和３年 ９月 ２日（木） 

群馬 関東支部 令和３年 ９月 ７日（火） 

広島 中国支部 令和３年 ９月２２日（水） 

静岡 中部支部 令和３年 ９月２８日（火） 

福岡 九州支部 令和３年１０月 ４日（月） 

茨城 関東支部 令和３年１０月１９日（火） 

那覇 沖縄支部 令和３年１１月 ９日（火） 

札幌 北海道支部 令和３年１１月１６日（火） 

 



 

 

オンライン学習による公共測量技術講習会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本測量協会は、毎年対面方式の「公共測量技術講習会」を行っていますが、さらに
受講機会を拡充するため、昨年度に引き続き本講習会を開催します。本講習会は講習テ
キスト(画像)及び講師の解説(音声)を組み合わせサーバから配信するオンライン学習
(オンデマンド配信方式)システムにより実施します。オンデマンド配信方式による講習
会は、インターネットを経由して「いつでも、どこでも」自己学習が可能であり、自分
のペースで理解度に応じた学習を繰り返せることから、より一層の実力アップが期待で
きます。 
この機会に是非ご受講していただき、実作業に役立ててくださいますよう、ご案内申

し上げます。 
  

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。 

≪日程≫ 

開催期 連絡先 申込期間 受講期間 

１期 
測量技術教育部 

令和３年 ６月 １日（火） 

～令和３年 ６月２５日（金） 

令和３年 ７月１２日（月） 

～令和３年 ７月３１日（土） 

２期 
測量技術教育部 

令和３年 ９月 １日（水） 

～令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月１２日（火） 

～令和３年１０月３１日（日） 

３期 
測量技術教育部 

令和３年１２月 １日（水） 

～令和３年１２月１７日（金） 

令和４年 １月１１日（火） 

～令和４年 １月３１日（日） 

 

 
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。 

≪日程≫ 

開催期 連絡先 申込期間 受講期間 

１期 
測量技術教育部 

令和３年 ６月 １日（火） 

～令和３年 ６月２５日（金） 

令和３年 ７月１２日（月） 

～令和３年 ７月３１日（土） 

２期 
測量技術教育部 

令和３年 ９月 １日（水） 

～令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月１２日（火） 

～令和３年１０月３１日（日） 

３期 
測量技術教育部 

令和３年１２月 １日（水） 

～令和３年１２月１７日（金） 

令和４年 １月１１日（火） 

～令和４年 １月３１日（日） 

 

※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。 



 

 

 

 

 
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「主要

な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。 

≪日程≫ 

開催期 連絡先 申込期間 受講期間 

１期 
測量技術教育部 

令和３年 ６月 １日（火） 

～令和３年 ６月２５日（金） 

令和３年 ７月１２日（月） 

～令和３年 ７月３１日（土） 

２期 
測量技術教育部 

令和３年 ９月 １日（水） 

～令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月１２日（火） 

～令和３年１０月３１日（日） 

３期 
測量技術教育部 

令和３年１２月 １日（水） 

～令和３年１２月１７日（金） 

令和４年 １月１１日（火） 

～令和４年 １月３１日（日） 

 

 
電子基準点のみを既知点とする 

基準点測量 
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「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。 

≪日程≫ 

開催期 連絡先 申込期間 受講期間 

１期 
測量技術教育部 

令和３年 ６月 １日（火） 

～令和３年 ６月２５日（金） 

令和３年 ７月１２日（月） 

～令和３年 ７月３１日（土） 

２期 
測量技術教育部 

令和３年 ９月 １日（水） 

～令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月１２日（火） 

～令和３年１０月３１日（日） 

３期 
測量技術教育部 

令和３年１２月 １日（水） 

～令和３年１２月１７日（金） 

令和４年 １月１１日（火） 

～令和４年 １月３１日（日） 

 

 
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。 

≪日程≫ 

開催期 連絡先 申込期間 受講期間 

１期 
測量技術教育部 

令和３年 ６月 １日（火） 

～令和３年 ６月２５日（金） 

令和３年 ７月１２日（月） 

～令和３年 ７月３１日（土） 

２期 
測量技術教育部 

令和３年 ９月 １日（水） 

～令和３年 ９月２４日（金） 

令和３年１０月１２日（火） 

～令和３年１０月３１日（日） 

３期 
測量技術教育部 

令和３年１２月 １日（水） 

～令和３年１２月１７日（金） 

令和４年 １月１１日（火） 

～令和４年 １月３１日（日） 

 

各受講料：会員 10,000 円、一般 17,000 円（税込） 



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 開催地区及び日程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩梅 

 
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 令和３年 ４月２２日（木） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月１０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 令和３年 ４月２１日（水） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月 ９日（火） 

 

 
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 令和３年 ５月１３日（木） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月１７日（水） 

 

 

 
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 令和３年 ５月１２日（水） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月１６日（火） 

 

 
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 令和３年 ５月１４日（金） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月１８日（木） 

 

 
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 令和３年 ４月２３日（金） 

札幌（Web） 北海道支部 令和３年 ４月２３日（金） 

新潟（Web） 北陸支部 令和３年 ４月２３日（金） 

高松(Web) 四国支部 令和３年 ４月２３日（金） 

福岡（Web） 九州支部 令和３年 ４月２３日（金） 

那覇(Web) 沖縄支部 令和３年 ４月２３日（金） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月１１日（木） 

仙台（Web） 東北支部 令和３年１１月１１日（木） 

名古屋（Web） 中部支部 令和３年１１月１１日（木） 

豊中（Web） 関西支部 令和３年１１月１１日（木） 

広島（Web） 中国支部 令和３年１１月１１日（木） 

高松（Web） 四国支部 令和３年１１月１１日（木） 

 

 
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 令和３年 ４月２０日（火） 

東京 測量技術教育部 令和３年１１月 ８日（月） 

 

 
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 令和３年 ７月１９日（月） 

札幌（Web） 北海道支部 令和３年 ７月１９日（月） 

広島（Web） 中国支部 令和３年 ７月１９日（月） 

高松（Web） 四国支部 令和３年 ７月１９日（月） 

  
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 令和３年 ７月２０日（火） 

札幌（Web） 北海道支部 令和３年 ７月２０日（火） 

広島（Web） 中国支部 令和３年 ７月２０日（火） 

高松（Web） 四国支部 令和３年 ７月２０日（火） 

福岡（Web） 九州支部 令和３年 ７月２０日（火） 

 

 
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 

松山 四国支部 令和３年 ９月１６日（木） 

名古屋 中部支部 令和４年 １月１３日（木） 

 

各受講料 : 会員 10,000 円、一般 17,000 円（税込） 

 



















 
 
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、昨年度と同様に広く測量・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 

稚内 北海道支部 令和３年 ５月１８日（火） 熊本 九州支部 令和３年１１月１１日（木） 

栃木 関東支部 令和３年 ５月２８日（金） 盛岡 東北支部 令和３年１１月１２日（金） 

大津 関西支部 令和３年 ９月１４日（火） 岐阜 中部支部 令和３年１１月３０日（火） 

佐賀 九州支部 令和３年 ９月１６日（木） 広島 中国支部 令和３年１２月 ２日（木） 

富山 北陸支部 令和３年 ９月２８日（火） 那覇 沖縄支部 令和３年１２月 ９日（木） 

札幌 北海道支部 令和３年１０月１２日（火） 松山 四国支部 令和３年１２月１６日（木） 

米子 中国支部 令和３年１０月１４日（木） 仙台 東北支部 令和４年 ２月 ４日（金） 

長野 関東支部 令和３年１０月２７日（水）    

 

地理空間情報セミナー 
実務者向けセミナー（ビデオ講習会） 

～UAV を用いた新たな計測技術とその利用～ 
 令和 3年 2月 5日に「実務者向けセミナー～UAVを用いた新たな計測技術とその利用～」を東京会場開

催し、多くの参加者を得ました。こうした背景から測量・地理空間情報分野の技術者や企業経営者、管理者

など「実務者」を対象に東京会場で録画した講習内容によるビデオ講習会を開催します。 
 

■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 

名古屋 中部支部 令和３年 ４月２２日（木） 松江 中国支部 令和３年 ８月２５日（水） 

旭川 北海道支部 令和３年 ５月１３日（木） 大阪 関西支部 令和３年 ９月 ８日（水） 

釧路 北海道支部 令和３年 ５月２６日（水） 広島 中国支部 令和３年 ９月２９日（水） 

長崎 九州支部 令和３年 ５月２６日（水） 新潟 北陸支部 令和３年１０月 ５日（火） 

高知 四国支部 令和３年 ６月 ３日（木） 仙台 東北支部 令和３年１２月１０日（金） 

那覇 沖縄支部 令和３年 ８月 ５日（木） 

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： 6ポイント 



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 令和３年 ５月１４日（金） 東京 測量技術教育部 令和３年１１月２４日（水） 

仙台(Web) 東北支部 令和３年 ５月１４日（金） 仙台(Web) 東北支部 令和３年１１月２４日（水） 

大阪(Web) 関西支部 令和３年 ５月１４日（金） 大阪(Web) 関西支部 令和３年１１月２４日（水） 

福岡(Web) 九州支部 令和３年 ５月１４日（金） 東京 測量技術教育部 令和４年 ３月１１日（金） 

東京 測量技術教育部 令和３年 ９月 ３日（金） 仙台(Web) 東北支部 令和４年 ３月１１日（金） 

仙台(Web) 東北支部 令和３年 ９月 ３日（金） 大阪(Web) 関西支部 令和４年 ３月１１日（金） 

大阪(Web) 関西支部 令和３年 ９月 ３日（金） 

広島(Web) 中国支部 令和３年 ９月 ３日（金） 

 

 

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と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 令和３年 ７月 ９日（金） 東京 測量技術教育部 令和４年 １月２１日（金） 

仙台(Web) 東北支部 令和３年 ７月 ９日（金） 仙台(Web) 東北支部 令和４年 １月２１日（金） 

 大阪(Web) 関西支部 令和４年 １月２１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CPDポイント： １ポイント 

測量CPDポイント： １ポイント 
















