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技術者の養成を

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

� 到達目標

� 講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

・公共測量標準図式

・数値地形図データ作成の
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平成３０年度

  的 

本講習会は、基本測量及び公共測量における

技術者の養成を図ることを目的と

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

到達目標と講習内容

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

公共測量標準図式

数値地形図データ作成の

・事例紹介（航空レーザ作成及び写真地図）

演習（1/2500

・上記測量成果の

  時  東

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３

札

  場 

 京会場 東京都

新宿区高田馬場４－３６－１２

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

名古屋会場 玉野総合コンサルタント株式会社

名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

 幌会場 か

      札幌市中央区北

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

受講資格  実務経験

募集人員  東京、

募集期間  東

名古屋

札

＊各会場とも申込人員が

講 料  測技協会

      一

  師  公益財団法人

 申込方法  

 申し込み先

年度 測量成果

基本測量及び公共測量における

図ることを目的と

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

と講習内容 

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

公共測量標準図式の理解及び目視点検の留意点

数値地形図データ作成の検査事例

・事例紹介（航空レーザ作成及び写真地図）

1/2500 都市計画図の誤り個所の指摘）

・上記測量成果の正しい表示法について解説

東 京会場：平成３０年６月２８日（木）９：３

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３

札 幌会場：平成３０年８月２９日（水）９：３

東京都新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター

新宿区高田馬場４－３６－１２

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

玉野総合コンサルタント株式会社

名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

かでる 2・7 北海道立道民活動センター

札幌市中央区北

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

実務経験１年以上

東京、名古屋、

東 京会場 平成

名古屋会場 平成

札 幌会場 平成

＊各会場とも申込人員が

測技協会員 １５

一   般 ２５

公益財団法人 

  受講申込書に必要事項をご記入の上、

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。

申し込み先 公益財団法人

〒169-0075

電話：03

担当部署：検

測量ＣＰＤ

測量成果（地図）

基本測量及び公共測量における

図ることを目的としています

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

及び目視点検の留意点

検査事例について

・事例紹介（航空レーザ作成及び写真地図）

都市計画図の誤り個所の指摘）

正しい表示法について解説

京会場：平成３０年６月２８日（木）９：３

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３

幌会場：平成３０年８月２９日（水）９：３

新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター

新宿区高田馬場４－３６－１２

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

玉野総合コンサルタント株式会社

名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

北海道立道民活動センター

札幌市中央区北 2 条西 7

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

以上 

、札幌会場とも

平成３０年４

平成３０年４

平成３０年４

＊各会場とも申込人員が

１５，０００

２５，０００

 日本測量調査技術協会

受講申込書に必要事項をご記入の上、

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。

公益財団法人 日本測量調査技術協会

0075 東京都新宿区高田馬場

03-3362-6840

担当部署：検定推進センター

ＣＰＤ/設計ＣＰＤ

（地図）

 

基本測量及び公共測量における地図作成

しています。測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

及び目視点検の留意点について

について 

・事例紹介（航空レーザ作成及び写真地図） 

都市計画図の誤り個所の指摘）

正しい表示法について解説 

京会場：平成３０年６月２８日（木）９：３

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３

幌会場：平成３０年８月２９日（水）９：３

新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター

新宿区高田馬場４－３６－１２ 

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

玉野総合コンサルタント株式会社 ２Ｆセミナールーム

名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

北海道立道民活動センター

7 丁目 道民活動センタービル

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

会場とも 20 名 

４月１６日から５月

４月１６日から

４月１６日から

＊各会場とも申込人員が 10 名未満の場合は中止する可能性があります。

，０００円（税込）

，０００円（税込）

日本測量調査技術協会

受講申込書に必要事項をご記入の上、

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。

日本測量調査技術協会

東京都新宿区高田馬場

6840、 FAX

定推進センター 

設計ＣＰＤ 対象プログラム（

公益財団

（地図）品質向上

地図作成に関する測量成果の品質向上を

測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

について 

 

都市計画図の誤り個所の指摘） 

京会場：平成３０年６月２８日（木）９：３

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３

幌会場：平成３０年８月２９日（水）９：３

新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター ５０１

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

２Ｆセミナールーム

名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 新栄町ビル

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

北海道立道民活動センター ９４０研修室

道民活動センタービル

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

 

から５月３１

から６月３０

から７月３１

名未満の場合は中止する可能性があります。

（税込） 

（税込） 

日本測量調査技術協会検定員 

受講申込書に必要事項をご記入の上、FAX

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。

日本測量調査技術協会 

東京都新宿区高田馬場 4-40

FAX：03-3362

対象プログラム（

財団法人 日本測量調査技術協会

向上講習会

に関する測量成果の品質向上を

測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた

めの各種事例を得ることができたことから、それらを活用し実施します。 

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

  

京会場：平成３０年６月２８日（木）９：３0～17：０

名古屋会場：平成３０年７月２６日（木）９：３0～17：０

幌会場：平成３０年８月２９日（水）９：３0～17：０

５０１会議室

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

２Ｆセミナールーム 

新栄町ビル 

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html

９４０研修室 

道民活動センタービル 

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

３１日 

３０日 

３１日 

名未満の場合は中止する可能性があります。

FAX で送信してください。

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。

40-11 看山ビル

3362-6841

対象プログラム（６ポイント）

日本測量調査技術協会

講習会のご案内

に関する測量成果の品質向上を

測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた

 

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。

：０0 

：０0 

：０0 

会議室 

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

http://www.tamano.co.jp/company/outline/office.html 

http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html 

名未満の場合は中止する可能性があります。

してください。 

受信後、受信確認メールと受講料支払方法を送信いたします。 

看山ビル 9 階

6841 

） 

日本測量調査技術協会

のご案内 

に関する測量成果の品質向上を実践できる

測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた

講習を通じて、正しい地図作成技術を習得し、品質管理が実施できる技術者となる。 

http://snponet.net/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/  

名未満の場合は中止する可能性があります。 

 

階 

日本測量調査技術協会 

実践できる

測量成果（地図）検定業務を通じて、品質向上のた


