
＊受講受験申込書等のダウンロードができない方は、返信先を

明記し、切手（１部（約50グラム）の場合、Ａ４版用紙の入る返信

用封筒を含め140円）を貼付した返信用封筒を同封の上、受講受

験の申込期日に間に合うよう早めに、郵送でガイドブックの取得

希望のメモを添えて申し込んでください。

平成29年度版ガイドブック

第5回地籍工程管理研修

第5回地籍工程管理士検定試験

公益社団法人 全国国土調査協会
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研修の目的 
 

●民間の専門技術者の育成● 

この研修は、民間における地籍調査事業の工程管理及び検査業務に精通

した専門技術者を育成し、地籍調査事業の適正、かつ迅速な推進に資する

ことを目的として行われます。 

 

 

研修及び検定試験 
 

地籍工程管理士の資格を取得しようとする者は、公益社団法人全国国土

調査協会（以下「全協」という。）が実施する地籍工程管理研修、地籍工程

管理士検定試験を受けなければなりません。 

公益社団法人全国国土調査協会会長（以下「全協会長」という。）は、検

定試験の結果から一定水準以上の知識を修得しているとの学識経験者等に

よって構成されている資格審査委員会の判定を得て決定した試験の合格者

を地籍工程管理士として認定し、登録を行います。 

 

 

合 格 者 
 

●認定証の交付● 

全協会長は、合格者について、全協が定める工程管理士登録規則に基づ

く登録をした場合には、その者に認定証を交付します。 

 

●登録証の交付● 

全協会長は、全協が定める地籍工程管理士登録規則に基づき、登録を行

った者に、地籍工程管理士登録証を交付します。 
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研  修 
 

【研修受講資格】 

地籍主任調査員の資格認定後から申込期日最終日までの間に、地籍調査

に関する業務に 3年以上従事した経験を有し、かつ、地籍主任調査員の登

録をしている者です。 

※ 地籍調査に関する業務とは、地籍調査、都市部官民境界基本調査、

山村境界基本調査、官民境界等先行調査を指し、土地区画整理、土地

改良、用地の測定及び土地家屋調査士業務を含みません。 

※ 平成 26年度第 16回地籍主任調査員の資格認定日は、平成 26年 8月

8日です。 

【受講手続及び申込方法】 

全協指定の申込書（写真貼付:上半身・無帽 4.5cm×3.5cm 撮影後 3ヵ月

以内）及び実務経歴書に所定の事項を記載し、送金連絡書及び受講受験の

場合には受講料受験料の合算額（金 35，000円）を、受講のみの場合には

受講料の額（金 30，000円）を送金した口座振込票の写しを添付して、郵

送によってお申し込みください。 

※ 申込書は、必ず自筆で記載してください。 

※ 申込書は、「地籍工程管理研修受講及び地籍工程管理士検定試験申込

書」様式を使用してください。 

  なお、地籍工程管理研修の受講のみを希望する方（受験を希望しな

い方）は、同申込書中の下段該当欄に氏名を記載し、押印してくださ

い。 

  また、受講及び受験をする場合に提出する実務経歴書は、１部を提

出してください。                         

※ 申込書に氏名・現住所を記載するに当たっては、必ず住民票の記載

を確認のうえ住民票記載のとおり記載してください。 

     ※  申込書等は、本ホームページに掲載の指定様式をダウンロードして、 

使用してください。 

 なお、ダウンロードができない場合には、返信先を明記し、切手（１

部（約 50グラム）の場合、Ａ４版用紙の入る返信用封筒を含め 140円）

を貼付した返信用封筒を同封の上、ガイドブックの取得希望のメモを添

えて、郵送で申し込んでください。                            

※ 送付先は、〒100-OO14 東京都千代田区永田町 1-11-32 全国町村会

館西館 8階 公益社団法人全国国土調査協会広報研修部あてです。 
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【申 込 期 日】 

  平成 29年 7月 1日（土）～平成 29年 8月 18日（金）当日消印有効 

※ 申込期日経過後の申込みは、外部有識者からなる資格審査委員会に

よる研修受講資格の審査を受けているので、事情の如何に関わらず、受

け付けることができません。 

【研 修 科 目】 

     1．地籍調査要論 

2．工程管理及び検査総論 

3．一筆地調査の工程管理及び検査 

4．地籍測量の工程管理及び検査 

【研 修 日 時】 

 平成 29年 10月 28日(土)午前 10時～午後 4時 30分 

【研 修 会 場】 

 中央工学校 21号館 STEP （所在：東京都北区岸町 1-7-19） 

      TEL.０３-３９０６-９５４２ 

    ※ 研修会場においては、本研修に関する問い合わせを一切受けており 

ません。  

【受 講 料】 

  金 30,000円 

※ 受講受験の場合には、総額金 35，000円となります。 

※ 振込先は、銀行 みずほ銀行（銀行コード ０００１） 

支店 町村会館出張所（店番号 ０１３） 

 口座番号 普通１９８０６０４ 

 口座名義人 公益社団法人全国国土調査協会 です。  

      ※ 受講申込後の返金はいたしませんので、受講資格を確認の上、入金 

してください。 

 なお、審査会において受講資格がないと判断された場合には、振込

手数料金を差し引いた額を返金します。 

【受 理 通 知】 

    資格審査委員会による審査後、受講票を本人の自宅あて、郵送により 

通知します。 

※ 勤務先あて送付を希望の方は、申込みの際に、あて先を明記した返

送用封筒を同封してください。 

※ 研修及び検定試験をともに申し込まれた方には、受験番号（受験票）

も併せて通知します。 
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試  験 
【検定試験受験資格】 

受験資格は、地籍工程管理研修を受講した者とします（過去に受講した

者を含む。）。 

【受験手続及び申込方法（受講手続と同じ）】 

全協指定の申込書（写真貼付:上半身・無帽 4.5cm×3.5cm 撮影後 3ヵ月

以内）に所定の事項を記載し、受験料の額を送金した口座振込票の写し及

び送金連絡書を添付して、郵送によってお申し込みください。 

※ 申込書は、必ず自筆で記載してください。 

※ 地籍工程管理研修を受講し、地籍工程管理士検定試験を受験する方

は、「地籍工程管理研修受講及び地籍工程管理士検定試験申込書」様式

を使用して、お申し込みください（検定試験受験申込書は不要です。）。

実務経歴書を一部を提出してください。 

※ 地籍工程管理士検定試験のみを受けられる方（過去に地籍工程管理

研修を受講しており、今回の研修を受講しない方）は、「地籍工程管理

士検定試験受験申込書」様式を使用して、お申し込みください。実務経

歴書の提出は不要です。 

※ 申込書に氏名・現住所を記載するに当たっては、必ず住民票の記載を

確認のうえ住民票記載のとおり記載してください（特に、氏名について

は、当該申込書に記載された文字を使用して資格取得の「認定証」を作

成するので、注意してください。）。 

     ※  申込書等は、本ホームページに掲載の指定様式をダウンロードして、 

使用してください。 

       なお、ダウンロードができない場合には、返信先を明記し、切手（１ 

部（約 50グラム）の場合、Ａ４版用紙の入る返信用封筒を含め 140円）

を貼付した返信用封筒を同封の上、ガイドブックの取得希望のメモを添

えて、郵送で申し込んでください。 

                            

※ 送付先は、〒100-OO14 東京都千代田区永田町 1-11-32 全国町村会

館西館 8階 公益社団法人全国国土調査協会広報研修部あてです。 

【申込期日】 

 平成 29年７月 1日（土）～平成 29年 8月 18日（金）当日消印有効 

※ 申込期日経過後の申込は、外部有識者からなる資格審査委員会によ

る検定試験受験資格の審査を受けているので、事情の如何に関わらず、

受け付けることができません。 
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【検定試験】 

 筆記試験により行います。 

【試験科目】 

     1．地籍調査要論 

2．工程管理及び検査総論 

3．一筆地調査の工程管理及び検査 

4．地籍測量の工程管理及び検査 

【試験日時】 

 平成 29年 10月 29日（日） 午前 10時から 12時まで           

【試験会場】 

 中央工学校 17号館 （所在：東京都北区岸町 1-7-19） 

      TEL.０３-３９０６-９５４２ 

     ※ 試験会場においては、本試験に関する問い合わせを一切受けており 

ません。 

【受 験 料】 

 金 5,000円 

※ 振込先は、銀行 みずほ銀行（銀行コード ０００１） 

支店 町村会館出張所（店番号 ０１３） 

 口座番号 普通１９８０６０４ 

 口座名義人 公益社団法人全国国土調査協会 です。  

※ 受験申込後の返金はいたしませんので、受験資格を確認の上、入金 

してください。  

なお、審査会において受験資格がないと判断された場合には、振込

手数料金を差し引いた額を返金します。    

【受理通知】 

     資格審査委員会による審査後、受験番号（受験票）を本人の自宅あて、 

郵送により通知します。 

※ 勤務先あて送付を希望の方は、申込みの際に、あて先を明記した返

送用封筒を同封してください。 

※ 研修及び検定試験をともに申し込まれた方には、受講票も併せて通

知します。 



（平成29年度用）

公益社団法人全国国土調査協会

　　代表理事　小笠原　希悦　殿

＊必ず、自筆で記載してください。

生年月日

地籍主任調査員
登録番号

印

（全協指定様式）

＊記載された個人情報は、地籍調査研修・検定の目的以外には使用しません。

ふりがな
現住所

電話番号

〒

℡　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　－

ふりがな
勤務先

（部課まで記入）

ふりがな
勤務先住所

電話番号

〒

℡　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　－

＊氏名・現住所は、住民票の記載とおりに記載してください。

＊検定試験の受験を希望しない方は、氏名を記載し、押印してください。

昭和・平成　　　　年　　　　月　　　　日生　　（　　　　歳）

地籍工程管理研修受講及び地籍工程管理士検定試験申込書

ふりがな
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　地籍工程管理研修の受講及び地籍工程管理
士検定試験の受験をしたいので、実務経歴書及
び受講受験料（口座振込票の写し）を添えて申し込
みます。

(



住所

氏名 　　　　　　　　　㊞

勤務先名
地籍主任調査員認定後の

実務従事期間（実質従事月数）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

　　　　年　　月～　　年　　月　（　　　か月）

実質従事
合計月数

　　　　　　                     　か月

（月数を記載してください。）

＊実務経歴は、契約期間でなく、実質従事期間を記載してください （全協指定様式）

＊地籍工程管理研修及び検定試験に必要な実務経験業務に、土地区画整理、土地改良、用地の調査
測量及び土地家屋調査士業務は含まれません。

＊実務従事期間については、同一時期に２か所以上の業務を行っている場合でも、１か所の期間しか
カウントしませんので、期間が重複しないように記載してください。

実務経歴書（地籍工程管理用）

業務内容

記載例００(株)
・〇〇市の地籍調査
・〇〇市の都市部官民境界基本調査、山村境界基本調
査、官民境界等先行調査

　　０年０月～０年０月（００か月）
（期間の重複は不可）



勤務先名 業務内容
実務従事期間

（実質従事月数）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

　年　　月～　　年　　月　（　　か月）

実質従事
合計月数

　　　　　　　　　　　　か月

（月数を記載してください。）

（全協指定様式）

実務経歴書　　（継続用紙）



（平成29年度用）

公益社団法人全国国土調査協会

　　代表理事　小笠原　希悦　殿

＊必ず、自筆で記載してください。

生年月日

地籍主任調査員
登録番号

地籍工程管理研修
の受講年度

（全協指定様式）

＊記載された個人情報は、地籍調査研修の目的以外には使用しません。

ふりがな
勤務先住所

電話番号

〒

℡　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　－

＊氏名・現住所は、住民票の記載とおりに記載してください。

　　　年度　（不明の場合は空欄）

ふりがな
現住所

電話番号

〒

℡　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　－

ふりがな
勤務先

（部課まで記入）

昭和・平成　　　　年　　　　月　　　　日生　　（　　　　歳）

地籍工程管理士検定試験　受験申込書

　地籍工程管理士検定試験を受験したいので、受験料（口座振込票の写し）

を添えて申し込みます。

ふりがな
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

(

写真貼付

（4.5㎝×3.5㎝）

撮影後３か月以内



下記のとおり送金したので、連絡します。

１　振込金額 金 円

２　申込者の氏名

（振込人）

　住所又は事業所所在地

　氏名又は事業所名

　　連絡先電話番号

　　連絡先担当者氏名

送 金 連 絡 書

記

＊　複数人分の振込の場合には、その総額を「振込金額」に、また申込者
　の全員の氏名を「申込者の氏名」に、それぞれ記載してください。

＊　振込票の写しなど振り込んだことが分かるものを添えてください。
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