令和３年度 [地籍の匠・担い手講座]・[技術管理]等講習のご案内
当協会の資格制度体系「地籍の匠・担い手育成プログラム」の一環として、一筆地調査に
係る基礎的知識と実務能力の習得を図る「一筆地調査研修」と新たな制度・技術分野への対
応に向けた「技術者実務研修」からなる[地籍の匠・担い手講座]、及び地籍総合技術監理
者資格試験の受験予定者等を対象とした[技術管理]等講習を実施いたします。
なお、「技術者実務研修」は、行政関係機関にもご案内いたします。
１．研修内容等

第１日

「一筆地調査研修」

第２日

「技術者実務研修」

第３日

［技術管理］等講習

※詳細は別紙１のとおり。
２．会場（日程）

札幌会場（６月）・福岡会場（７月）・大阪会場（７月）
岡山会場（８月）・東京会場（９月）

※詳細は別紙２のとおり。

３．参 加 申 込
当協会HPの申込フォームに必要事項を記入し、当協会あてに申し込んでください。
申込用紙によるFAXでの申し込みも可能です。
（１）受 講 料
・受講料は、郵便局に備付けの郵便振替払込用紙により納付してください。
振 込 先

一般社団法人日本国土調査測量協会

口座番号 00100-2-43658
・入金確認後、受講票をお送りします。

［大阪・福岡・岡山・東京会場］
国測協会員会社の社員

研修・講習１日、１名につき5,000円

国・自治体等行政関係者

研修・講習１日、１名につき5,000円

会 員 会 社 以 外 の 者

研修・講習１日、１名につき10,000円
（受講料は、テキスト代・税込です。）

［札幌会場］
国測協会員会社の社員

１名につき技術者実務研修5,000円、一筆地調査研修3,000円

国・自治体等行政関係者

１名につき技術者実務研修5,000円、一筆地調査研修3,000円

会 員 会 社 以 外 の 者

１名につき技術者実務研修10,000円、一筆地調査研修6,000円
（受講料は、テキスト代・税込です。）

（２）申込締切
[募集定員]

札幌会場

６月１０日（木）

[

４２名]

福岡会場

６月２２日（火）

[１３５名]

大阪会場

７月

２日（金）

[

岡山会場

８月

６日（金） [

東京会場

９月１３日（月）

７５名]
９０名]（７月１日（木）より募集）

[

７８名]（

〃

）

※応募が募集定員に達した場合は、
「キャンセル待ち」として受付させ
ていただきます。
（３）問合せ先

一般社団法人日本国土調査測量協会
〒102-0083

東京都千代田区麹町2-2-31
麹町サンライズビル9階

電話

03-3239-3867

FAX

03-3234-2275

４．留意事項
（１）研修・講習は、それぞれ1日単位で受講できます。
（２）「技術管理」を修了していない[地籍調査管理技術者]を対象に認証試験を行います。
（３）[技術管理]等講習は、[地籍総合技術監理者]資格試験受験予定者向けの講習内容とな
っておりますが、それ以外の方も受講できます。
（４）本研修・講習は、測量系CPD協議会の測量CPD取得の対象（１日５ポイント（札幌会場
は「技術者実務研修」５ポイント、「一筆地調査研修」３ポイント））になっていま
す。
なお、申込書の受講者名により「ＣＰＤ受講証明書」を作成いたしますので、漢字等
に留意のうえご記入ください。

令和３年度講習会・資格試験の受講・受験にあたっての
新型コロナウィルス感染症の予防に向けたお願い
当協会が実施する令和３年度講習会・資格試験を受講・受験される皆様方には、受講・受
験の際の新型コロナウィルス感染症の予防に向け、下記の対応にご協力をお願いいたしま
す。
なお、当協会では、今年度の講習会・資格試験を予定どおり実施する方向で準備を進めて
おりますが、今後の新型コロナウィルス感染症の状況等により、中止などの事態が生じるこ
とも想定されます。その場合には、ホームペ－ジ等で周知いたしますので、適宜、ご確認下
さい。また、講習会・資格試験の募集定員は会場定員の２／３程度としておりますが、新型
コロナウィルス感染症の状況等によっては、急遽、会場定員が縮小となるなどによって、申
し込み手続きが完了された方であってもご参加をお断りさせていただく場合がありますこと
をあらかじめご了承願います。

記
１．受講・受験前の対応
（１）
「三密」を伴う会食を行わないなど健康管理には十分注意し、受講・受験期間中やその
後も自律的に取り組んで下さい。
（２）同居家族・職場等で感染が懸念される場合や、感染状況の進展に配慮して受講・受験
を控える場合には、協会事務局（03-3239-3867）まで連絡して下さい。なお、連絡いた
だいた方には受験料等を返還します。
２．受講・受験当日の対応
（１）自宅で体温測定を行い平熱より高い発熱がある場合や風邪のような症状がある場合は、
受講・受験は控え、協会事務局まで連絡して下さい。なお、連絡いただいた方には受験
料等を返還します。（会場でも体温測定を行います）
（２）マスクの着用及び咳エチケットを励行して下さい。また、会場への出入りの際には必
ず、備付けの消毒液を使用して下さい。
（３）大声を発したり近接した距離での会話等を行わないで下さい。また、受付、昼食時な
どは、人との間隔をできるだけ確保し適切な距離を確保して下さい。

別紙１

令和３年度 [地籍の匠・担い手講座]・[技術管理]等講習
（大阪会場・福岡会場・岡山会場・東京会場）

実施計画

[地籍の匠・担い手講座]
[技術管理]等講習
一筆地調査研修
受付
◇

技術者実務研修

10:00～10：30

開会挨拶

受付
10:30～10:40 ◇

9:30～10：00

開会挨拶

10:40～12:00

■

「国土調査法及び関連法令等概論」

（80分） ■

「技術管理」

（110分） ■

工程管理概論、検査・認証の基礎について

講師：地方公共団体職員・協会専門技術委員

開会挨拶

10:20～12:00

「地籍調査管理」

一筆地調査の基本概念、準備作業及び調査計画、
現地調査と取りまとめ、一筆地調査に関する様々
なケースの問題点及び考え方等について

「第７次国土調査事業十箇年計画について」

（100分）

講師：協会理事・専門技術委員
13:00～13:40

（80分） ■

10:00～10:20

・国土調査法及び関連法令、各基本調査の趣旨と
特長、19条5項の利用促進等について
・地籍調査技術者の倫理について

講師：協会理事・専門技術委員
13:00～14:20

「一筆地調査概説」

10:00～10:10 ◇

9:30～10：00

10:10～12:00

国土調査法及び関係法令の概要、目的と定義、制
度と計画、成果の取扱い、その他の規定と関係法
令、地籍調査技術者の倫理等について

■

受付

（40分） ■

13:00～14:20

「技術管理(上級)」

（80分）

[Ⅰ] Ａ/Ｂ工程、Ｅ工程、Ｈ工程
[Ⅱ] 検査、認証と承認 について

講師：国土交通省地籍整備課担当官
13:50～15:00

■

「作業規程準則及び同運用基準について」
－測 量－

（70分）

講師：協会専門技術委員

講師：協会専門技術委員
講師：国土交通省地籍整備課担当官

14:30～16:30

■

「一筆地調査の事例研究」
一筆地調査の典型的な事例、課題の分析解決に向
けた手法等（一問一答式）について

（120分）

14:30～16:10
15:10～16:10 ■

■

「作業規程準則及び同運用基準について」
－調 査－

（60分）

「地籍技術(総合)」
[仕様書][特記仕様書]作成、積算技術、地籍成
果の利活用等について

講師：国土交通省地籍整備課担当官
16:20～16:50

□
講師：協会専門技術委員

認証試験（理解度の確認）
対象：地籍調査管理技術者で「技術管理」未修了者

（30分）
講師：協会専門技術委員

（留意事項）
・研修・講習は、それぞれ1日単位で受講できます。
・「技術者実務研修」は、行政関係機関にもご案内いたします。
なお、「一筆地調査研修」も、定員に余裕がある場合に限り受講できますので、ご相談ください。
・「技術管理」を修了していない[地籍調査管理技術者]を対象に認証試験を行います。
・ [技術管理]等講習は、[地籍総合技術監理者]資格試験受験予定者向けの講習内容となっておりますが、それ以外の方も受講できます。
・研修・講習の測量CPDポイントは1日５ポイントです。
・日程や内容等につきましては、変更となる場合がありますので、適宜、本ペ－ジで最新情報をご確認ください。

（100分）

別紙１

令和３年度 [地籍の匠・担い手講座]
（札幌会場）
６月２４日（木）

実施計画

６月２５日（金）
技術者実務研修
9:30～11:00

■

「技術管理」

（90分）

工程管理概論、検査・認証の基礎について

講師：協会理事・専門技術委員
11:10～11:40

□

認証試験（理解度の確認）

（30分）

対象：地籍調査管理技術者で「技術管理」未修了者

技術者実務研修
受付 12:30～13：00
◇

開会挨拶

一筆地調査研修
受付 12:30～13：00
13:00～13:10
13:10～14:00

■

「第７次国土調査事業十箇年計画
について」

13:00～14:10

■

（50分）

講師：国土交通省地籍整備課担当官

「国土調査法及び関連法令等概論」

講師：地方公共団体職員・協会専門技術委員
14:10～15:20

■

「作業規程準則及び同運用基準
について」－測 量－

（70分） ■

15:30～16:40 ■

「作業規程準則及び同運用基準
について」－調 査－
講師：国土交通省地籍整備課担当官

14:20～15:50

「一筆地調査概説」

（90分）

一筆地調査の基本概念、準備作業及び調査計画、
現地調査と取りまとめ、一筆地調査に関する様々
なケースの問題点及び考え方等について

講師：国土交通省地籍整備課担当官
■

（70分）

国土調査法及び関係法令の概要、目的と定義、制度と計
画、成果の取扱い、その他の規定と関係法令、地籍調査技
術者の倫理等について

（70分）

「一筆地調査の事例研究」
一筆地調査の典型的な事例、課題の分析解決に向
けた手法等（一問一答式）について

講師：地方公共団体職員・協会専門技術委員

（留意事項）
・研修・講習は、それぞれ1日単位で受講できます。
・「技術者実務研修」は、行政関係機関にもご案内いたします。
なお、「一筆地調査研修」も、定員に余裕がある場合に限り受講できますので、ご相談ください。
・「技術管理」を修了していない[地籍調査管理技術者]を対象に認証試験を行います。
・研修・講習の測量CPDポイントは、「技術者実務研修」５ポイント、「一筆地調査研修」３ポイントです。
・日程や内容等につきましては、変更となる場合がありますので、適宜、本ペ－ジで最新情報をご確認ください。

別紙２

令和３年度 [地籍の匠・担い手講座]・[技術管理]等講習
(会場定員)

開催地

会

場

1/2

募集定員

天神ビル
福岡

〒810-0001

１１階「１０号会議室」

〒531-6023

３６階「スペ－ス３６Ｌ」

TEL：06-6440-3901

岡山

〒700-0026

〒101-0003

TEL：03-3230-2831

会

場

７月８日（木）

７月１９日（月）

７月２０日（火）

７月２１日（水）

８月２５日（水）

８月２６日（木）

８月２７日（金）

９月２７日（月）

９月２８日（火）

９月２９日（水）

4階「４Ｆ会議室」

[地籍の匠・担い手講座]

募集定員

技術者実務研修

(84名)

６月２４日（木）

〒060－0003 札幌市中央区北 3 条西 7 丁目１
TEL：011-281-2071

７月７日（水）

78名

(会場定員)

札幌

７月６日（火）

(156名)

東京都千代田区一ツ橋2-6-2

北海道第二水産ビル

10:00～16:10

90名

７階「中会議室」

開催地

10:00～16:30

(180名)

岡山市北区奉還町1-7-7

TEL：086-256-7244

東京

10:30～16:30

75名

地下１階「オルガホ－ル」

日本教育会館

技術者実務研修

(150名)

大阪市北区大淀中1-1

オルガビル

[技術管理]等講習

一筆地調査研修

135名

梅田スカイビル タワーウエスト
大阪

[地籍の匠・担い手講座]

(270名)

福岡市中央区天神2丁目12番1号

TEL：0120-323-920

会場・日程

42名

一筆地調査研修

13:00～16:40

６月２５日（金）

６月２５日（金）

13:00～15:40

9:30～11:40
（注）日程や内容等につきましては、変更となる場合がありますので、適宜、本ペ－ジで最新情報をご確認ください。

