第一

測量法の 一部を 改正す る法律 要綱
永 久標識又 は一時 標識の 設置等の 公表

基 本測量及 び公共 測量に おいて永 久標識 又は一時 標識の 設置︑ 移転等 をした ときは︑ 基本測 量にあっ て

は国 土地理 院の長が ︑公共 測量に あっては 測量計 画機関 がインタ ーネッ ト等に より公表 しなけ ればな らな

︵ 第二十 一条︑第 二十三 条及び 第三十九 条関係 ︶

地図等の 基本測 量の測 量成果の 電磁的 方法に よる提 供

いもの とする こと︒
第二

国土交通 大臣は ︑基本 測量の測 量成果 のうち地 図その 他一般 の利用に 供する ことが 必要と 認められ るも

︵第二十 七条関 係︶

の につい ては︑こ れらを 刊行し ︑又はこ れらの 内容で ある情報 を電磁 的方法に より不 特定多 数の者 が提供

測量 成果の複 製に係 る規制 の緩和

を受 けるこ とができ る状態 に置く 措置を とらなけ ればな らない ものとす ること ︒
第三

基本測 量及び 公共測量 の測量 成果の 複製につ いて︑ 国土地 理院の長 又は測 量計画 機関の 承認を要 する場

合を︑測 量の用 に供し ︑刊行 し︑又は 電磁的 方法に より不特 定多数 の者が提 供を受 けるこ とができ る状態

に 置く措 置をとる ために 複製し ようと する場合 に限定 すると ともに︑ これら の測量 成果をそ のまま 複製し

︵第二 十九条 及び第四 十三条 関係︶

てもっぱ ら営利 の目的 で販売 するもの である と認め るに足る 充分な 理由があ る場合 には承 認しない ものと

測量 成果の 使用に係 る承認 基準の 明確化等

す る制限 を削除す るもの とする こと︒
第四

基本 測量及 び公共測 量の測 量成果 の使用に ついて ︑測量 を実施し ようと する者 の申請手 続が法 令に違 反

してい る場合 ︑又は 使用しよ うとす る測量 成果が測 量の正 確さを 確保する 上で適 切でな い場合を 除き︑ 国

土地理 院の長又 は測量 計画機 関は承認 しなけ ればな らない ものとし ︑これ らの測 量成果を 使用し た際の出

典明示義 務に電 磁的方法 により 不特定 多数の者 が提供 を受け ることが できる 状態に 置く措 置をとっ た場合

公共測 量にお いて設 置した永 久標識 の移転 等に関す る通知

︵第 三十条 及び第 四十四条 関係︶

を 追加す るものと すると ともに ︑間接に 使用し た場合 の出典明 示義務 を削除す るもの とする こと︒

第五

測量計 画機関 は︑自ら 実施し た公共 測量にお いて永 久標識 を設置し た場合 に加え ︑それ を移転し ︑撤去

︵第三 十七条 関係︶

し︑又は 廃棄し たとき も︑そ の種類︑ 旧所在 地等を 国土地理 院の長 に通知し なけれ ばなら ないもの とする
こ と︒

第六
託

公 共測量 の測量 成果に 係る複製 承認又 は使用承 認の申 請の受 理に関す る事務 の国土 地理院の 長への 委

測 量計画機 関は︑ 当該測 量計画機 関の作 成に係る 公共測 量の測 量成果 及び測 量記録の 保管と ともに︑ 当

︵ 第四十二 条関係 ︶

該測 量成果 に係る複 製承認 又は使 用承認の 申請の 受理に 関する事 務を国 土地理 院の長に 委託す ること がで

附則

その他所 要の改 正を行 うものと するこ と︒

その他

きるも のとす ること ︒
第七

第八

︵附 則第六条 関係︶

︵附 則第二 条から 第五条ま で関係 ︶

︵附 則第一 条関係︶

この法 律は︑公 布の日 から起 算して 一年を超 えない 範囲内 において 政令で 定める 日から施 行する もの

所 要の経 過措置等 を定め るもの とするこ と︒

一

二

関係 法律に ついて 所要の 改正を行 うもの とする こと︒

とす ること︒

三

