
測量業務の流れと公共測量の諸手続 
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事  務  連  絡 

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

都道府県地籍調査担当者 各位 

 

  国土交通省土地・建設産業局     

 地籍整備課長補佐（地籍調査担当） 

  国土交通省国土地理院        

測地部計画課長補佐 

 

 

網構成の適切性における国土地理院への意見照会について（周知） 

 

  平素より地籍調査事業に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、平成27年3月の「地籍調査作業規程準則運用基準」の一部改正に伴い「地籍調査事業工程管理

及び検査規程細則」の一部が改正されました。 

地籍図根三角測量（Ｃ工程）及び地籍図根多角測量（Ｄ工程）において、選点における網構成の適切性

の検討に当たっては、認証者の指導に加えて国土交通省国土地理院へ意見を求めることができることと

しましたので周知いたします。 

なお、意見を求める際は、最寄りの国土地理院各地方測量部へお問い合わせ願います。  

以上、適切な実施をお願いするとともに、各市区町村等に周知いただきますよう、あわせてよろしくお

願いいたします。 

 

 ※地籍調査事業工程管理及び検査規程細則該当部分抜粋 

６． 工程管理及び検査の実施要領 

（３） Ｃ工程、Ｄ工程及びＰＣ工程 

② 選点（Ｃ２及びＤ２） 

       地籍図根三角点選点図又は地籍図根多角点選点図（以下「選点図」という。）は、 地籍図根三角点選

点手簿又は地籍図根多角点選点手簿を資料として、新点及び多角路線の配置が運用基準に照らして適

正であるかどうかを点検する。特に、新点の設置位置については、標識の永久的な保全及び管理が可能

な場所であるかどうかを点検し、不適当なものについては再作業を行わせる。地籍図根三角測量平均図

又は地籍図根多角測量平均図（以下「平均図」という。）は、選点図及び選点手簿等を資料として、網

の構成が運用基準に照らして適正であるかどうかを点検し、場合によっては再作成を行わせる。網構成

の適切性の検討に当たっては、国土地理院の意見を求めることができるものとする。なお、選点図及び

平均図は、標識の設置立会に併せて確認することが望ましい。平均図の点検終了後に変更協議があった

場合は、良否を確認したうえ承諾する。 

 

連絡先（担当者） 

国土交通省土地・建設産業局 

 地籍整備課 森田和幸 

 TEL ０３－５２５３－８３８３（直） 

 FAX ０３－５２５３－１５８０ 

 E-mail morita-k2zw@mlit.go.jp 
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１．標高成果の改定を行った基準点  

２．標高成果の改定を行った基準点を既知点として新点成果を算出 

→ 「平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定対応済」 

 

記載例（作業規程の準則） 

様式第３－１：成果表 

 

 

様式第３－２：成果表 

 

 

様式第３－３：点の記 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定対応済 

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定対応済     世界測地系（測地成果 2011）

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定対応済 

世界測地系（測地成果 2011） 
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１．標高成果の「確認」を行った基準点  

２．標高成果の「確認」を行った基準点を既知点として新点成果を算出 

→ 「平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済」 

 

記載例（作業規程の準則） 

様式第３－１：成果表 

 

 

様式第３－２：成果表 

 

 

様式第３－３：点の記 

 

 
 
 
 
 
 

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済 

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済     世界測地系（測地成果 2011） 

平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済 

世界測地系（測地成果 2011） 



基準点成果等閲覧サービス 

 

地図・空中写真閲覧サービス（空中写真のダウンロード） 

 

  ダウンロード 

 

 

※ 出典明示のみで

二次利用が可能 
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日本全国の基準点の成果表などがWebで確認できる
国土地理院が設置した基本基準点の成果表の出力が可能に！

基準点成果等閲覧サービス

国土地理院が設置した基本基準点の成果表の出力が可能に！

基
準
点
に
係係
わ
る
情
報
を
表
示

本サービスは、国土地理院が整備した基本基準点と国・地方公共団体等が整備した公共基準
点の成果表・点の記・配置等が閲覧できるシステムです。

①基本基準点（成果表）：閲覧
②基本基準点（成果表）：出力が可能
③ ザ

このシステムでできること

こんな時にご利用ください

③基本基準点（点の記）：閲覧のみ ユーザー登録（無料）が必要です。
④公共基準点（成果表・点の記）：閲覧のみ

・公共測量などの測量を実施予定で利用可能な基準点を確認したいとき。
・基本基準点の成果表を入手したいとき。・・・・本サービスから成果表の出力注) ができます。

注）出力した成果表は、測量成果検定を受ける際にも利用できます。（国土地理院に登録されている検定機関
周知済み）それ以外の検定機関をご利用の際は、各検定機関ご確認ください。
公共測量で使用する際は、謄抄本交付された成果表を求められる場合がありますので、当該の測量計画
機関にご確認の上、ご利用ください。

利用にあたってのお願い

・出力した成果表を公共測量などの測量に使用する際は、測量法第３０条の申請が必要です。
・公共測量成果・点の記を利用する際は、設置した計画機関へ測量法第４４条の申請が必要です。



基本基準点成果表のみ
印刷可能

直感的に検索可能

な標準システム

・標準システム

● 本サービスには、簡易に検索が可能な標準システムと高機能な詳細システムがあります。

・詳細システム

成果表出力

ブラウザ印刷機能
でプリント可能

複雑な条件検索が可

能な詳細システム

基準点成果等閲覧サービスの詳細基準点成果等閲覧サービスの詳細

○本サービスのURL http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/

○基準点成果等閲覧サービスは、以下の環境で動作を確認しています。

成果表出力

○基準点成果等閲覧サ ビスは、以下の環境で動作を確認しています。
OS：WindowsXP、WindowsVista、Windows7,8、MacOS （10.7から10.9）
ブラウザ：InternetExplorer8,9,10、Mozilla FireFox22、Apple Safari 6 、Google Chrome30 

○公共測量成果表や点の記を閲覧するには、ユーザー登録（無料）が必要になります。
ユーザー登録は、ユーザーIDとパスワードを登録していただくことになります。本サービスから登録が
必要な閲覧を行う場合及びログインボタンを押す事により、登録画面が表示されます。
登録についての詳細は、以下のURLをご参照下さい。
＊ユーザー登録URL https://ssov2 gsi go jp/sb access set/index html

問い合せ先など問い合せ先など

＊ユーザー登録URL https://ssov2.gsi.go.jp/sb_access_set/index.html 
ユーザーIDとパスワードについては、 「地図・空中写真閲覧サービス」や 「測量成果ワンストップサー
ビス」など他のサービスでも、共通でご利用いただけます。

○点の記の表示及び公共基準点の成果表の表示には「Adobe Reader」が必要になります。
また、「Acrobat JavaScriptの使用」の設定を行う必要があります。

○詳細な情報については、以下のアドレスをご参照ください。
・基準成果等閲覧サービス http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/
・お問い合わせ先

国土地理院 情報サービス館
TEL：029-864-5956/5957
E-mail：seika@gsi.go.jp



＜ジオイド　トップページ＞＜国土地理院　トップページ＞

国土地理院が提供するジオイド・モデルに関するページです。

お知らせ

平成27年2月24日

　ジオイド高計算サイト、一括計算機能の復旧について

　　測量計算サイトの一括計算機能のメンテナンスが終了し、一括機能が復旧しました。ご不便ご迷惑を　おかけ

しました。

※　ご利用になっているウェブブラウザに過去の閲覧履歴（キャッシュ）が残っていると、正しく機能し　　ない

場合があります。その場合は、ブラウザのキャッシュを消去した上でご利用下さい。

平成26年7月31日

　7月31日付けで、基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書が、第３版から第４版に更新されました。こ

れに伴い、ジオイド・モデル(250mメッシュ)を第４版の仕様に沿ったファイルに変更しました。

※　ダウンロード方法も一部変更となりましたので、ご注意ください。

平成26年4月1日

　「日本のジオイド2011」(Ver.1)(GSIGEO2011(Ver.1))を平成26年4月1日に公開しました。

ジオイド・モデル

国土地理院では、陸上及び海上の重力データと標高データを用いて、人工衛星の軌道の観測から求められた全地球

重力モデルを基盤に精密な重力ジオイド・モデルの構築を行っています。重力ジオイド・モデルは、高密度な重力

データを利用することで、ジオイドの細かな起伏を高精度に与えています。しかし、ジオイド起伏の長波長成分で

は、日本の高さの基準との間に系統的な差が生じています。

そのため、日本の高さの基準に適合し、基本測量等の基礎データとなるジオイド・モデルを構築するため、ジオイ

ド測量により日本の高さの基準に適合するように求めたジオイド高を使用して、重力ジオイド・モデルに補正を施

し、日本の高さの基準に適合したジオイド・モデルを作成しています。

ジオイド・モデルの詳細については、国土地理院時報（2014，126集）「ジオイド・モデル「日本のジオイド

2011」（Ver.1）の構築」、Bulletin of the GSI (Vol.62)「Development of new hybrid geoid model for

Japan, "GSIGEO2011"」をご覧ください。

ジオイド・モデル「日本のジオイド2011」(Ver.1)(GSIGEO2011(Ver.1))

概要

「日本のジオイド2011」(Ver.1)を、平成26年4月1日から公開しました。

「日本のジオイド2011+2000」からの変更点は、以下のとおりです。

・一部離島を除く北海道、東日本（東北から近畿地方）、沖縄島におけるジオイド高を更新しました。

今回の改定で、下記の有人離島を除き全国47都道府県において、「日本のジオイド2011」が適用されます。

（下記の有人離島は、「日本のジオイド2000」の適用となります。）

礼文島、利尻島、焼尻島、天売島、奥尻島、飛島、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島
御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島、粟島、佐渡島、舳倉島、隠岐島、見島、小呂島
対馬、壱岐島、宇久島、小値賀島、中通島、若松島、奈留島、久賀島、福江島、上甑島、中甑島
下甑島、種子島、屋久島、口永良部島、竹島、硫黄島、黒島（鹿児島県）、口之島、中之島
諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島
与論島、伊平屋島、伊是名島、伊江島、粟国島、渡名喜島、座間味島、阿嘉島、慶留間島
渡嘉敷島、久米島、北大東島、南大東島、宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島
多良間島、石垣島、竹富島、西表島、小浜島、黒島（沖縄県）、波照間島、与那国島

「日本のジオイド2011」(Ver.1)

ジオイド・モデル ジオイドとは ジオイド測量 ダウンロード ジオイド高計算

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/geoid/
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Copyright (C) 国土地理院 All Rights Reserved. This site traffic since April 26, 2013; 254483//

高さの基準：世界測地系(測地成果2011)、等ジオイド高線間隔：50cm
適用：赤線内　「日本のジオイド2011」、その他　「日本のジオイド2000」

提供方法

「日本のジオイド2011」(Ver.1)(GSIGEO2011(Ver.1))は、基盤地図情報ダウンロードサービスサイトからダウ

ンロードにより取得できます。

上記リンク先の基盤地図情報ダウンロードサービスサイトにログインしてください。

ログイン後の画面で、基盤地図情報ジオイド・モデルを選択してダウンロードできます。

ダウンロード方法の詳細は、こちらのPDFファイルをご覧下さい。

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/geoid/
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国土地理院ホーム

お知らせ (2015年4月1日更新）

「2015年度版地殻変動補正パラメータ」を平成27年4月1日に公開しました。（ダウンロードはこちら）

追記　ヘッダーに一部誤りがありました。4月1日11時までにダウンロードされた方は念のため再度ダウンロードして
ください。お手数おかけし申し訳ありません。

セミ・ダイナミック補正とは

近年の測量は、電子基準点とGNSS測量機を使用することによって正確に位置を求めることができるようになりました。
しかし、我が国は複数のプレート境界に位置し、それぞれのプレートが異なる方向へ動くことから、複雑な地殻変動が起
こっています（図－１）。測量に利用される基準点もこの地殻変動の影響により、実際の地球上の位置と測量成果の示す
座標値が時間とともにずれていきます。 位置情報（緯度、経度、標高）の均一な精度を長期的に維持するため、この一様
でない地殻変動による 歪みの影響を補正するのがセミ・ダイナミック補正です。 これにより、利用者に安定した位置情報
が提供できるようになります。

図－ 1　GNSS連続観測が捉えた日本列島の地殻変動
基準データ：測地成果2000（1997年1月1日）

比較データ：2009年1月1日

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/semidyna/
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街区基準点の廃棄、復旧（移転）及び復元等について 

 

１．街区基準点の廃棄及び復旧（移転） 

（１）街区基準点に関する測量計画機関としての権能は市町村へ移管されており、

市町村の公共基準点として取り扱います。 

（２）街区基準点に関する測量計画機関としての権能は移管されましたが、財産

（金属標）は国が保有しているので、道路工事等により街区基準点が支障と

なる場合は、 

① 街区基準点を市町村の権限にて廃棄し、「都市再生街区基本調査に基づ

く街区基準点等の廃止について（通知）」を、国土交通省土地・建設産

業局地籍整備課長あてにて送付する。 

② 移転（再設置）する場合は、公共測量の手続きを行い、新たに公共基準

点を設置することとなる。その際、街区基準点の点名称をそのまま使用

しない。10A01 を 10A01-1 とするなどで良い。 

③ ②にて実施した公共測量成果等を提出し、通常の市町村管理の公共基準

点として使用、閲覧及び謄本交付される。 

の手順となります。 

 

２．街区基準点の復元 

（１）街区基準点は、都市部の主に道路地内に高密度に設置されており、道路改

修や地下埋設物の敷設・交換などの各種施工によって、き損・亡失の頻度が

他の基準点と比べ増加することが予想されたため、平成18年12月に「街区基

準点復元マニュアル（案）」を策定し、簡易で効率良く復元する手法を用い

た、作業指針、位置復元方法等を定めました。 

（２）「復元」は「測量ではなく」役務に相当するものであり、マニュアル（案）

に定めた範囲内に完全に戻すことができる条件にのみ適用できます。 

（３）一般的に、位置及び高さを完全に戻すことが可能な状況は少ないと考えら

れるため、測量による公共基準点としての「復旧」を念頭に「マニュアル（案）」

の適用について考慮が必要です。 

資料７ 



 

３．街区基準点の敷地占用協議等 

（１）街区基準点の占用協議等の更新は、国土交通省土地・建設産業局地籍整備

課が行います。例えば、国道及び県道に設置された街区基準点の市町村の立

場は、占用者と思えますが、実際は、占用している財産（金属標）の保有者

である地籍整備課が占用者です。市町村あてに占用協議等の更新通知等があ

った場合には、更新事務を行う地籍整備課へ回送して下さい。 

 



（様式） 

（番号） 

○年○月○日 

 

 

  国土交通省土地・建設産業局 

地籍整備課長 殿 

 

 

  ○○市（区町）長     

 

 

 

都市再生街区基本調査に基づく街区基準点等の廃止について（通知） 

 

 標記街区基準点等について、下記のとおり廃止したので、通知する。 

 

 

 

記 

 

地区名      

廃止した点の種類 

廃止した点名   

廃止年月日 

 

 

 

 

 

 

                     担当者 

                     連絡先 



（記載例） 

（番号） 

平成２３年７月１日 

 

 

  国土交通省土地・建設産業局 

地籍整備課長 殿 

 

 

 

  ○○市長     

 

 

都市再生街区基本調査に基づく街区基準点等の廃止について（通知） 

 

 標記街区基準点等について、下記のとおり廃止したので、通知する。 

 

 

 

記 

 

 

 

地区名 ○○県○○市（○○区） 

廃止した点の種類 街区三角点 

廃止した点名 １００１Ａ及び１００２Ａ 

廃止年月日 平成２３年６月３０日 

 

 

                     担当者 

                     連絡先 
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配信元：国土地理院　中部地方測量部

□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□■■　　    ― ― 測量と地理空間情報関連の情報発信(中部版） ― ―

■■□□　◆中部地方測量部メールニュース　 平成26年 第２号　(Vol.２，No.２) ◆

□□■■                                   　　　　 2014年3月17日 配信

□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

地理院地図　　　　　：http://portal.cyberjapan.jp/

公共測量に関する情報：http://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/index.html

東海地方の凸凹　　　：http://www.gsi.go.jp/chubu/cb-lptop.html

基盤地図情報サイト　：http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

◆このメールニュースは、配信登録頂いた方にＢＣＣで配信しております。

◆このメールニュースは、中部地方測量部の最新情報の中から、皆様の業務に役立つ情

報を選りすぐってお届けします。「ＭＳゴシック」などの等幅フォントに設定する事で、

最適に表示することができます。

　　　　　　　　　　　 【地方公共団体の皆様へ】

　　　　　           ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　● 　防災関連記事を充実。ぜひ、庁内の防災部局へ転送を  ●

　　　●●　　防災部局でのメールニュースの配信登録を歓迎   ●●

　　　●●●http://www.gsi.go.jp/chubu/cb-mn.htmlから登録●●●

 ★★★  目  次  ★★★

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

【１】トピックス

 ［１］避難所等の地図上での見える化をはじめます

 ［２］平成２５年度地理空間情報に関する中部地区防災担当者会議

 ［３］平成２５年１０月現在の全国都道府県市区町村別面積を公表

【２】公共測量に関する話題

 ［１］平成２６年度 測量に関する中部ブロック県担当者会議について

 ［２］平成２６年度 測量に関する担当者会議について

 ［３］刊行地図及び空中写真等の定価の改定について

【３】地理空間情報の整備・活用に関する情報

 ［１］新城市との連携により鳳来寺山の登山道を更新しました

 ［２］地理院地図キットを使った地理院地図の利用について

　　　　－お持ちのハザードマップを地理院地図に重ね合わせ－

【４】測量に関するミニ知識　

　　　第６回　標石基準点について（その３）

【５】地域における連携の取り組み

 ［１］第２回地理空間情報活用推進に関する産学官中部地区連携協議会　

 ［２］地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定　－愛知県と締結－

【６】お知らせ

 ［１］国土交通大学校における、地方公共団体等職員向け研修のお知らせ

 ［２］防災関係機関との連携の強化と地域防災への貢献

　編集後記
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