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令和３年「公共測量品質管理優秀賞」の受賞者が決定
■株式会社 北辰測量設計 様
■株式会社 四航コンサルタント
■株式会社 第一コンサルタンツ

（基準点）
様（基準点）
様（地 図）

（公社）日本測量協会では、測量機器及び測量成果品の検定を行う第三者機関として検定業務を実施し
ており、平成 17 年 4 月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」が施行されたのを機に
「品質管理優秀賞」を創設し、前年度に一定基準を満たす物件を受検し、品質が優れていたと認められる
測量作業機関を表彰しております。
今年度は全国で 35 社が選ばれ、6 月 18 日に東京本部から発表されました。
四国地区では、株式会社北辰測量設計（徳島市）（基準点）、株式会社四航コンサルタント（高松市）
（基準点）と株式会社第一コンサルタンツ（高知市）（地図）の 3 社が受賞されました。株式会社北辰測量設
計と株式会社四航コンサルタンツは初受賞となりました。また、株式会社第一コンサルタンツは、（基準点）
では 3 度受賞していますが、（地図）では、初受賞となりました。
詳しくは、ホームページをご覧ください。 ⇒ http://www.jsurvey.jp/
金額は税込です。
お問い合わせは四国
■測量関係法令集 令和３年版
支部まで！

新
刊
図
書

■設計業務等標準積算基準書 測量業務等積算資料 令和３年度
■－公共測量－ 作業規程の準則 (令和２年３月３１日改正版）
解説と運用(地形測量及び写真測量編 三次元点群測量編 )
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
四国支部では、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」
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、各種講習会を実施しております。
本講習会は、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。
この機会に是非ご参加頂き、実作業にお役立て下さいますようご案内申し上げます。
●開催日時・会場
●令和３年７月１５日（木）9：30～16：30…１日間
●サン・イレブン高松 ４階大研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師
●・総則等
・ＴＳによる復旧測量
・演習：主要な測量成果品の取りまとめ

・ＴＳによる 3・4 級基準点測量：作業計画～成果等の整理
・計算：観測記簿から座標の概算(点検計算)

※教材(講習会テキスト)は当日配布します。
●公益社団法人 日本測量協会 専任講師
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員３０名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年７月８日(木)
●お申込み方法
●「講習会受講申込書（7 ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を
下記①～③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550
②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。

●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部 後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
我が国は，その位置，地形，地質，気象などの自然的条件から，台風，豪雨，豪雪，洪水，土砂災害，地震，津波，
火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっています。
ハザードマップは、平時に住民が見て、災害リスクを認識し、どのように避難をするのかについて考え、いざという時に
的確な避難行動をとることができるようにするためのものです。このため、適切な避難情報のもと、安全な避難場所
へ避難してもらうための必要な情報を記載する必要があります。
今回の内容は、ハザードマップの基礎、洪水ハザードマップの基礎です。わかり易い洪水ハザードマップの作成や地
名から見える水害危険区域など、演習を交えながら解説します。
ぜひ、この機会に受講してみてはいかがでしょう。それぞれ単独でも受講可能です。
●開催日時・会場
●ハ ザ ー ド マ ッ プ の 基 礎 《Web 講習》 令和２年７月１９日（月) 9：30～16：30
●洪水ハザードマップの基礎 《Web 講習》 令和２年７月２０日(火) 9：30～16：30
●サン・イレブン高松 ２階研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師
●ハザードマップの基礎
・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（図示内容、表現方法） ・ハザードマップの作り方と表現の実際（水害ハザードマップ、土砂災害ハ
ザードマップ、地震災害ハザードマップ） ・ハザードマップの利用
●洪水ハザードマップの基礎
・基礎的な土地条件と自然災害（自然災害の発生と人間、自然災害の種類（特に水害）、土地の基礎的な
条件と水害の発生） ・土地の性質から水害危険区域を見抜く（地図による基礎情報の読取り方、地図による
水害危険地域の読取り方） ・洪水ハザードマップの実習（洪水ハザードマップの作り方、洪水ハザードマップ
の使い方） ・防災意識、行動、住み方
●(公社)日本測量協会 認定講師

●教材（講師作成テキスト）は当日配布します。

●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員各１８名（定員で締め切らせていただきます。） ●申込期限 令和３年７月１２日(月)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～③のい
ずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550 ②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666 ③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。
●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会 四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。

＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
四国支部では、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」
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、各種講習会を実施しております。
本講習会では、最新の「作業規程の準則」等に基づき、「ネットワーク型ＲＴＫ法による３級～４級基準点測量」に
ついての講習を行います。
この機会に是非ご参加頂き、実作業にお役立て下さいますようご案内申し上げます。
●開催日時・会場
●令和３年７月２７日（火）9：30～16：30…1 日間
●サン・イレブン高松 ４階大ホール （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師
●「ネットワーク型ＲＴＫ法による３級～４級基準点測量」の解説と運用
▽ＧＮＳＳ測量の概要（ＧＮＳＳ測量の基準、作業計画～成果等整理の概要）
▽ネットワーク型ＲＴＫ法の概要
▽作業計画(平均計画図の作成)について
▽平均図・観測図の作成(演習あり)
▽測量成果の取りまとめ(観測手簿・記簿の整理から計算、品質評価、成果等の整理)
▽ネットワーク型ＲＴＫ法の後処理について
▽単点観測法による水準点座標の算出(水準測量)
※教材(講習会テキスト)は当日配布します。
●公益社団法人 日本測量協会 専任講師
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員４０名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年７月２０日(火)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～
③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 ０１６３０－２－１９５５０
②銀行口座 百十四銀行高松支店 (普)０１８０６６６
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。

●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
四国支部では、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」
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、各種講習会を実施しております。
本講習会では、令和２年４月に改正された「作業規程の準則」に基づき、「レベル等による水準測量」及び「ＧＮＳ
Ｓ測量機による水準測量」についての講習を行います。
この機会に是非ご参加頂き、実作業にお役立て下さいますようご案内申し上げます。
●開催日時・会場
●令和３年８月５日（木）9：30～16：30…１日間
●サン・イレブン高松 ４階大研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師
●「レベル等による水準測量」及び「ＧＮＳＳ測量機による水準測量」の解説と運用
①レベル等による水準測量
・水準測量の概要・観測方法、観測値の点検及び再測 ・水準点の復旧測量 ・レベルの日常点検の仕方
②ＧＮＳＳ測量機による水準測量
・ＧＮＳＳ水準測量の概要 ・観測方法、観測値の点検及び再測
③共通
・主な測量成果の取りまとめ方 ・点の記等の作成方法 ・製品仕様書及び電子納品の概説
※教材(講習会テキスト)は当日配布します。
●公益社団法人 日本測量協会 専任講師
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員３０名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年７月２９日(木)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～
③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550
②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。

●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
四国支部では、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」
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、各種講習会を実施しております。
この講習会では、公共基準点の測量成果取りまとめ方について、工程別のポイント等について解説いたします。ま
た、成果検定における指摘事項事例集を取り入れながら実務に沿った説明を行います。
この機会に、是非ご参加頂き、実作業にお役立てくださいますようご案内申し上げます。
●開催日時・会場
●令和３年８月２６日（木）9：30～16：30…１日間
●サン・イレブン高松 ５階 視聴覚研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師・教材
●・測量成果とは ・規程条文の解説と留意点 ・図解により例示 ・誤り事例の説明
・「点検測量」の考え方と実施方法 ・標識設置に関する関係様式と留意点 ・点の記の作成と解説
●(公社)日本測量協会 専任講師
●教 材 ①技術講習会テキスト（当日配布）
②「公共測量成果検定における指摘事項事例集」をご持参ください。
2019 年 1 月 23 日改訂版 会員価格 1,460 円 定価 1,630 円 ⇒⇒
※お持ちでない方は、受講料に図書代金を添えてお申し込みください。
講習会当日に会場でお渡しいたします。
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員２４名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年８月１９日(木)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～
③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550
②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。

●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
四国支部では、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」
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、各種講習会を実施しております。
UAV による空中写真測量は、既に国土交通省国土地理院が「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」を作成し、
撮影計画、空中三角測量、精度管理、数値図化など一連の工程についてまとめ、2020 年 3 月 31 日に「作業規程
の準則」に組み込まれました。この「作業規程の準則」に求められる測量成果を得るためには、写真測量の基礎理
論の十分な理解が求められます。本講習会はこうした背景から、UAV による既存の空中写真データを実例として紹
介しながら、「作業規程の準則」をより深く理解していただけることを目的として開催します。
この機会に是非受講していただき、実務に役立てて下さいますようご案内申し上げます。
●開催日時・会場
●令和３年９月２日(木）9：30～16：30…１日間
●サン・イレブン高松 ４階大研修室 （無料駐車場：台数制限あり）
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24 TEL 087-823-4550
●講習内容・講師
●・写真測量の全体像
・撮影計画、カメラキャリブレーション
・三次元形状復元計算と精度管理

・「作業規程の準則」の概要
・空中三角測量と精度管理、数値図化
・演習とまとめ

※教材(講習会テキスト)は当日配布します。
●公益社団法人 日本測量協会 専任講師 認定講師
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員３０名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年８月２６日(木)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～
③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550
②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下さい。
●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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主催：公益社団法人日本測量協会四国支部
後援：一般社団法人全国測量設計業協会連合会四国地区協議会
【測量・地図の基礎講座】は、測量に関心をお持ちの方、測量の基礎について学びたい方のための講習です。本
講習では、測量の基礎から基準点測量の解説、そして基準点測量を行ううえでのＴＳの測量観測技術とＧＮＳＳ測
量の基礎について講義を行います。
測量技術者として実測経験の少ない方のおさらいにも役立つ内容です。この機会にぜひご参加いただき、皆さん
で楽しく測量を学びましょう。
●開催日時・会場
●令和３年９月１６日（木）9：30～16：30…１日間
●松山市総合コミュニティセンター 第１・２会議室
〒790-0012 松山市湊町 7-5 TEL089-921-8222 （有料駐車場あり）
●講習内容・講師
●＊測量とは？（測量の意味と目的）
＊基準点とは？（位置の基準となる基準点）
＊測量機器のおはなし
・ＴＳ（トータルステーション）：角度と距離を測って位置を求めるＴＳによる測量
・Ｇ Ｎ Ｓ Ｓ 測 量
：人工衛星から電波を受けて位置を求めるＧＮＳＳ測量
●(公社)日本測量協会 専任講師
●教材(講習会テキスト)は当日配布します。
●受講料・定員・申込期限
❶日本測量協会の正(個人)会員： １０，０００円
❸正会員同時入会： １７，０００円
❷特 別 ( 法 人 ) 会 員 の 社 員： １０，０００円
❹一
般
： １７，０００円
●定員２０名（定員で締め切らせていただきます） ●申込期限 令和３年９月９日(木)
●お申込み方法
●「受講申込書（次ページ）」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールで送付後、受講料を下記①～
③のいずれかの方法でお振り込みください。受付後、受講券をお送りします。
①郵便振替口座 01630-2-19550
②銀行口座 百十四銀行高松支店(普)0180666
③現金書留（申込書同封可）
※納入された受講料は、開催中止及び定員を超え受付け出来なかった場合等を除き、返還できませんのでご了承下
さい。
●口座名義・お申込み・お問合せ先
（公社）日本測量協会四国支部 ｼｬ）ﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｷｮｳｶｲ ｼｺｸｼﾌﾞ
〒760-0067 高松市松福町 2-15-24（香川県土木建設会館 2F）
TEL 087-821-2450
FAX 087-822-8459
E-mail shikoku@jsurvey.jp
●その他 締切日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。
＊正会員または同時入会される方で、測量ＣＰＤポイント登録の代行を希望される方は、印鑑をご持参下さい。
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※講習会ごとにコピーしてご利用ください。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、３つの密を回避する対策を講じます。
皆様には、手指消毒、マスクの着用、咳エチケットの実施など協力をお願いします。
また、発熱、咳などの風邪症状のある方は受講の自粛をお願いする場合があります。
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
（公社）日本測量協会四国支部

宛

申込日

年

月

日

講習会受講申込書（共通）
＊ご希望の「講習会名」
「講座番号」
「開催日」をご記入ください。
講習会名

講座番号

令和

開催日

年

月

日（

）

＊該当する□に✔をし、必要事項をご記入ください。
受講番号

参加者
氏 名

フリガナ

生年
月日

(記入不要)

西暦

年

月

（

日
歳）

測量ＣＰＤ 正会員及び同時入会の方で測量ＣＰＤ登録代行を希望される方は、記入して下さい。
登録番号
→ 測量ＣＰＤ登録番号（
）
□❶正 (個 人 )会 員（正会員番号
）→→１０，０００円
□❷特別(法人)会員（特別会員番号
）→→１０，０００円→
□❸正（個人）会員同時入会 →→→→→→→→→１７，０００円→
□❹一
般 →→→→→→→→→→→→→→→→１７，０００円→

会員区分
受講料

「公共測量成果検定における指摘事項事例集」
□正会員・同時入会・特別会員価格 1,460 円

図書購入
113 のみ
申込金額

受講料(
.

納金予定日

月

□一般価格 1,630 円

)円 ＋ 図書代(
日

下記「★連 絡
先」をご記 入
ください

□購入しない

)円 ＝ 合計（

※納金方法→ □郵便振替 □銀行振込 □現金書留

）円
納入期限

＜お願い＞ 今後、新型コロナウイルス感染拡大等により、延期または中止する場合があります
ので、受講料の納金は、当支部から「開催する」旨の連絡をするまでお待ちください。
※ご確認の上✓をお願いします ⇒ □上記＜お願い＞を確認しました。
★連

絡 先 ⇒

□勤務先

□自

宅

【事前質問等記入欄】

＊以下、「❶正(個人)会員」の方は記入不要です。
〒
住

所

電

話

受講に際し、お聞きになりたいことや質問した
いことがありましたら、お書き下さい。

ＦＡＸ
E-mail
会社名
※個人情報は、大切な情報と認識し、当協会の業務目的以外には利用いたしません。また、第三者への提供などはいたしません。

「受講申込書」送り先

（公社）日本測量協会四国支部

ＦＡＸ ： ０８７－８２２－８４５９

Ｅ－mail： shikoku@jsurvey.jp
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（S）2021/07

公益社団法人日本測量協会四国支部 行事カレンダー
２０２１年

ふみづき

令和３年７月 文月
日

月

誕生花/ハマナス

火

水

誕生石/ルビー

木

金

土

1

2

3

7

8

9

10

14

18

12
13
ハザードマップ・
洪水ハザードマ
ップ基礎《Web》
申込期限
19
20

TS3・4 級基準点
測量申込期限
15
16

21

22
海の日

25

26

28

29
30
水準・ＧＮＳＳ水
準申込期限

4

5

11

6

27

２０２１年

23
24
スポーツの
日

31

は づ き

令和３年８月 葉月
日

17

月

誕生花/朝顔

火

水

誕生石/サードニクス
木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8
山の日
15

9
振替休日
16

10

11

12

13

14

17

18

20

21

22

23

24

25

19
成果まとめ方
申込期限
26

27

28

UAV 空中写真
測量申込期限

29

30

31

▼今後の講習会予定 ※《 》内数字は測量ＣＰＤポイント数
●【公共測量技術講習会】《６》UAＶを用いた空中写真測量 ９月２日（木）
●【地理空間情報専門技術講習会】《２４》防災調査課程Ⅰコース（Ｗｅｂ講習） ９月６日（月）～１０日（金）
●【測量・地図の基礎講座】《６》TS による測量観測技術及びＧＮＳＳ測量の基礎 ９月１６日（木）
※詳しいご案内とお申込み方法は順次ホームページに掲載されますのでご覧ください。
⇒ https://jsurvey.jp/koushukai/index.html
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