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新年あけましておめでとうございます。
昨年末は、厳しい寒波の襲来により日本海側を

中心に大雪となる等、全国的に寒い年の瀬となり
ました。

また、年が明けた1月3日には熊本地方で最大震
度6弱の地震が発生しました。

国土地理院においても、災害対策基本法に基づ
く指定行政機関として防災担当の職員が正月返上
で非常参集し、被害状況の収集等を行ったところ
ですが、幸いにも大規模な被害は確認されません
でした。

さて、平成31年がスタートいたしました。
平成31年は、明治政府に国土地理院の前身であ

る民部官庶務司戸籍地図掛が設置された明治2年
から起算して満150年に当たります。また、戦後
の復興期から高度経済成長期を中心に日本の発展
を支えた測量法が昭和24年に公布されてから70年
目を迎えます。この他、地震予知に関する研究結
果等の情報交換等を目的として国土地理院に事務
局を置く地震予知連絡会の設置から50年、さらに
は国土地理院が東京都目黒区から筑波研究学園都
市へ移転して40年等々、数多くの節目の年となり
ます。

このように、平成31年は時代の節目の年である
とともに、新たな時代の幕開けの年でもあります。

近年は、技術革新やイノベーションの進展によ
り、AI（人工知能）やビックデータなどの革新
的な技術に注目が集まり、一部では社会実装が始
まり出しております。

国土地理院はこのような技術の変革等に対応し
つつ、国土を測り、国土を描き、国土を守るため
に地図、測量・測位分野でのプラットフォーム（共
通基盤）的な政策に取り組んでおります。特に益々
激甚化する自然災害に対して、迅速な初動対応に

加え、防災・減災に向けた「備え」面の政策をよ
り充実させることが不可欠であり、重点的に取り
組んでいこうと考えております。

地図分野では、例えば自然災害の教訓を伝承す
る石碑等の情報を地図に位置付け明記すること
で、次世代への伝承を支援して行きます。また3
次元地図情報のプラットフォームに関する規格化
を推進するとともに、AIなどを活用しながら地
図更新の迅速化に関する技術開発を進めてまいり
ます。

測量・測位分野では、衛星測位で標高を直接特
定するために必要となる精密重力ジオイドを、航
空機を用いた重力測量によって整備を進めます。
また、我が国の基準点体系の要であるVLBI1 につ
いて更なる高精度化を行い、民間等のGNSS2 観測
点等も活用しながら電子基準点網の更なる充実に
取り組みます。

さらに防災・減災の観点では、風水害や地震等
の自然災害から身を守るためにも、子どもの段階
からハザードマップを読み解く力や郷土の災害履
歴に関心を持っていただくことが欠かせません。
国土地理院は、そうした災害の備えとなる様々な
情報を充実・提供することとしており、そのよう
な情報が専ら活用されている地理教育に対しての
支援も、引き続き行っていきたいと考えております。

この場をお借りして広報活動のご紹介です。国
土地理院では、今年1月下旬から12月中旬まで、
地域における様々な情報発信や地域連携の拠点で
ある全国の「道の駅」（150箇所程度）において、
近代測量150年の歩みや当院の活動等を紹介した
パネル展示をキャラバン形式で展開し、併せて「地
理院地図」や「地図と測量の科学館」の紹介パン
フレットを配布して、測量や地図に関わる政策や
当院の業務の重要性をPRする取組を実施いたし
ます。詳しくは、国土地理院のホームページ等で
ご案内しますので、ご興味・ご関心のある方は是
非、道の駅へ足を運んでみて下さい。

最後になりましたが、平成31年が国民の皆様に
とってより良き年となることを祈念して、新年の
挨拶とさせていただきます。

1 VLBI: Very Long Baseline Interferometry（ 超
長基線電波干渉法）の略。
2 GNSS: Global Navigation Satellite System（全球
測位衛星システム）の略

国土地理院長　川﨑　茂信
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最初に視察された電子基準点では、全国約1,300
カ所に設置され、GPS等のGNSS衛星からの信号
を24時間365日絶えず観測していること、そのデー
タがインターネットで提供され、測量の基準や位
置情報サービスの支援、地殻変動の監視に利用さ
れていることについてご説明しました。

次に、測量用航空機「くにかぜ」（初代）をご
覧いただき、当機の飛行距離が約223,000km（地
球を５周半）であること、現在は「くにかぜⅢ」（三
代目）が国土の変化の把握、保全・管理のための
空中写真撮影、災害時における迅速な被災状況把
握のための緊急撮影等を行っていることをご説明
しました。

続いて、日本列島球体模型を視察された後、企
画展「近代測量の幕開け」の様子を視察され、伊
能忠敬の時代から明治期までの測量機器や地図な
どをご覧いただき、日本の国土及び国民の生命と
財産を守るために必要不可欠である測量や地図の
重要性をご説明しました。

最後に、幹部職員に向け「本日、国土地理院の
職員の皆さんにお会いできる機会を持てたことを
大変嬉しく思っている。皆さんがそれぞれの持ち
場において大変ご努力いただいており、地方測量
部でも地方に応じた活躍をされているとお聞きし
た。建設行政の推進のため引き続き業務に励んで
いただきたい。」との訓示をいただき、視察を終
えられました。

（総務部・企画部）

田中国土交通大臣政務官　国土地理院を視察

　田中　英之　国土交通大臣政務官は12月11日に国土地理院を視察されました。
　はじめに、川﨑国土地理院長から所掌業務や当院が取り組んでいる施策についてご説明した後、
院内の各施設等を視察いただきました。 

電子基準点について説明を受けられる大臣政務官

初代くにかぜをご覧になる大臣政務官

明治期の地形図などをご覧になる大臣政務官

幹部職員に訓示をされる大臣政務官
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◎平成31年度組織・予算案
政府は、12月21日の閣議で、平成31年度組織・

予算の政府案を決定しました。

●組織
平成31年度における国土地理院の組織整備

については、広報広聴に関する事務の強化、i- 
Constructionに関する推進事務の強化、情報シス
テム整備・管理のための体制の強化、防災地理情
報の活用を推進する事務の強化、電子基準点によ
る地殻変動リアルタイム解析情報の社会実装の推
進に係る体制強化、地理情報解析研究体制の強化
のため、次の組織要求が認められました。

○総務部
　・広報広聴室：「室長補佐」
○企画部
　・「測量生産性向上推進官」
○地理空間情報部
　・情報システム課：「課長補佐」
○応用地理部
　・「防災地理情報活用推進官」
○測地観測センター
　・「地殻変動即時解析推進官」
○地理地殻活動研究センター
　・地理情報解析研究室：「研究官」

●予算案
国土地理院の平成31年度予算案額は、以下の主

要施策及び臨時・特別の措置の経費を含め、総額
約 106億2千万円となっています。（次頁別表参照。）

≪主要施策≫
�－リアルタイム高精度測位の利活用推進のための
環境整備[地殻変動の補正システム構築と民間等
のGNSS�観測点の活用]－

（優先課題推進枠）2千5百万円
地殻変動の激しい我が国では、測位結果と地図

等との間にズレが生じます。このズレを意識せず、
リアルタイムに高精度測位ができるよう、民間等
の観測点を活用した電子基準点網の拡充や継続す
る地殻変動の影響を常時補正するシステムの構築
を行います。

－航空重力測量－
（優先課題推進枠）1億4千9百万円

明治以来の「標高」の計測の仕組みを抜本的に
見直し、GPS や準天頂衛星等でいつでも･どこで

も・誰でも迅速に標高が決まる社会の構築に向け
て、その基盤となる標高の基準を整備するため航
空重力測量を実施します。

�－南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するため
の高精度な地殻活動把握手法の研究開発－

2千2百万円
南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するため、

地震発生の可能性の高まりについての評価に必要
なプレート間の固着状態の変化を高精度かつ高頻
度に把握する手法の研究開発を行います。

≪重要インフラ「電子基準点網等」に関する緊急
対策（臨時・特別の措置）≫
－防災監視室等の機能強化－　　1億6千8百万円

災害時においても継続して迅速に地殻変動等の
情報を提供・共有できるようにするため、防災監
視室等の機能強化を行います。

－迅速・詳細な被災状況把握の強化－
7億8千万円

電子基準点網等の機能を補完して、地殻変動情
報等による被災状況把握を迅速に行えるようにす
るため、空中写真撮影や火山観測の強化、地図情
報・災害リスク情報整備を推進します。

◎平成30年度第二次補正予算案
政府は、12月21日の閣議で、平成30年度第二次

補正予算案を決定しました。
重要インフラ「電子基準点網等」に関する緊急

対策にかかる国土地理院の平成30年度第二次補正
予算案は、以下のとおりとなっています。（次頁
別表参照。）

�－被災回避のための電子基準点網等の耐災害性強
化－　　　　　　　　　　　　　3億5千1百万円

災害時においても継続して地殻変動等の情報を
提供できるようにするため、災害リスクに対して
耐災害性強化が必要な電子基準点網等について、
移設・強化の対策を行います。

�－衛星SAR�による地殻変動監視等の代替・補完
機能強化－　　　　　　　　　　　　　　�1億円

電子基準点網等の機能が喪失した場合であって
も、地殻変動情報等を迅速に提供できるようにす
るため、人工衛星で観測したデータの解析（SAR 
干渉解析）の機能を増強します。

平成31年度組織・予算案及び平成30年度第二次補正予算案の決定

Geospatial Information Authority of Japan4



■平成31年度予算案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

内　　　容 H31年度予算案額

1. 安定的かつ正確な位置情報インフラの構築・維持管理
　・リアルタイム高精度測位の利活用推進のための環境整備 

【優先課題推進枠】
　・航空重力測量　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【優先課題推進枠】

1,061

25　（1. の内数）
149　（1. の内数）

2. 基盤地図情報及び電子国土基本図の着実な整備・更新 1,431

3. 地理空間情報の提供等による利活用促進 200

4. 災害時に役立つ地理空間情報の整備・提供 411

5. 地理地殻活動の研究
　・南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するための高精度な
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地殻活動把握手法の研究開発

93

22　（5. の内数）

6. 重要インフラ「電子基準点網等」に関する緊急対策　【臨時・特別の措置】
　・防災監視室等の機能強化
　・迅速・詳細な被災状況把握の強化

948
168　（6. の内数）
780　（6. の内数）

7. その他 6,472

合　　　計 10,616
( 対前年度比 1.10)

■重要インフラの緊急対策にかかる平成30年度第二次補正予算案　　　　　　（単位：百万円）

内　　　容 H30年度第二次補正
予算案額

1. 被災回避のための電子基準点網等の耐災害性強化 351

2. 衛星 SAR による地殻変動監視等の代替・補完機能強化 100

合　　　計 451

（総務部）
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測量行政懇談会（以下「懇談会」という。）は、
国土地理院長の私的諮問機関として、国土地理院
が所掌する測量行政の的確な推進に資するために、
国土地理院長の諮問に応じて測量行政に関する重
要事項を調査検討するとともに、重要事項に関し、
国土地理院長に意見を述べるために設置された機
関です。

 

懇談会では、清水英範委員長（東京大学大学院
教授）の進行の下、最初に国土地理院から「平成
30年7月豪雨・北海道胆振東部地震への国土地理
院の災害対応について」報告がされました。さら
に関係団体への支援報告や、災害に対する「備え」
として、液状化に関する災害リスク情報の充実や
過去の自然災害の教訓を伝承する石碑等の地図化
による地域防災活動への貢献など、今後の対応策
について各委員からの意見や要望を受けました。

次に「地図の利用手続のあり方検討部会」から
は、地理空間情報の更なる活用推進のための国土
地理院の地図利用手続（測量成果の複製・使用）
のあり方について、井上由里子部会長（一橋大学
大学院教授）より最終報告がされました。「地図
の利用手続のあり方検討部会」では、地理空間情
報全体の流通･活用にあたっての課題を全般的に
議論した上で、地理空間情報活用推進基本法及び
官民データ活用推進基本法の理念を踏まえ、測量
法の複製承認及び使用承認を要する対象や承認条
件について、デジタルデータ･IoTの時代にふさ
わしい運用とすること、承認手続を簡素化･迅速
化すること、公共測量成果において基本測量成果
と同様の適用がなされるよう技術的助言を実施す

ること等のほか、中長期的な検討課題として、使
用承認制度はより制限的でない方向に緩和するこ
となどの提言が報告され了承されました。

続いて、「地理教育支援検討部会」からは、高
校地理必修化を見据えた教育現場の支援方策や新
学習指導要領のもとでの新たな時代の地理教育へ
の支援方策について、須貝俊彦部会長（東京大学
大学院教授）より経過報告がされました。「地理
教育支援検討部会」では、地理空間情報の整備･
提供の継続、自然災害に対する「備え」に関する
普及啓発、児童・生徒、教員に対する情報発信の
改善などの取組についての経過報告があり、最終
取りまとめに向け引き続き検討していくことが了
承されました。

最後に事務局から、国土地理院の最近の取り組
みとして、昨年度の懇談会で提言された「測位基
盤検討部会」の普及･啓発活動として作成された
動画「正しい位置なのにズレる？～ドラマで描く
地図と位置情報の未来～」等が紹介されました。

議事終了後、懇談会の提言とされた「地図の利
用手続のあり方検討部会報告書」は、清水英範委
員長より『地図の利用手続のあり方検討部会報告
書 ～地図インフラのオープンな利用環境の実現
のために～ 』として、川﨑国土地理院長に手渡
されました。

 
報告書の詳細については国土地理院HPをご覧

ください。
ht t p : / /www .g s i . g o . j p / s e i s a ku ch ou s e i /
seisakuchousei41024.html

（総務部・企画部）

第22回測量行政懇談会を開催

　12月12日、関東地方測量部（東京都千代田区）において、第22回測量行政懇談会を開催しました。

懇談会風景

清水英範委員長（中央）から川﨑国土地理院長に提言書
が手渡されました。（右）井上由里子部会長
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岡田氏は、平成7年の阪神・淡路大震災を契機
に、政府の地震調査研究推進施策の一環として整
備が開始された当初から「都市圏活断層図」の作
成に携わり、検討委員会が設置された平成8年度
から委員として参加され、委員長職が設けられた
平成17年度から平成29年度までの13年間は委員長
として長きに亘り1:25,000活断層図の整備に尽力
されました。

氏は、活断層に関する数多くの研究実績と現地
調査等に裏付けられた豊富な知識・経験等により
委員から深い信頼と尊敬を得ており、委員会にお
いては委員長として強力なリーダーシップを発揮
され、審議における取りまとめや活断層分野の有
識者としての貴重な提言をされてきました。近年、
大規模災害が頻発し、国、地方公共団体等は活断
層が原因となる地震への対策が年々重要となって
おり、その重要な資料とされる1:25,000活断層図
の整備に多大な貢献をされました。

なお、平成30年度においても委員として、引き
続き1:25,000活断層図の整備に尽力されています。

（応用地理部）

GPSに加えて日本版GPS衛星「みちびき」のサー
ビスが開始されるなど、誰でも簡単に数センチメー
トルの精度で位置を知ることができる社会（高精
度測位社会）がすぐそこまで来ています。

しかし、位置の精度が高くなればなるほど、地
図上の位置とズレることになるかもしれません。
どういうことでしょうか？

こうした社会が実現した少し未来の日常で、
GPSやみちびきと地図を使いこなすための知られ
ざる秘密について、動画でわかりやすく紹介します。

　

http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/positioning_
movie.html

（測地部）

全国活断層帯情報整備検討委員会前委員長に感謝状を贈呈

動画を公開！ 正しい位置なのにズレる？ ～ドラマで描く地図と位置情報の未来～

　12月22日、岡田篤正氏（京都大学名誉教授）に、長年にわたり国土地理院の業務の推進に大きく
寄与された功績に対して、川﨑国土地理院長（代理：中島応用地理部長）から感謝状を贈呈しました。

　測位分野における地殻変動補正の必要性について、広く一般の方に知っていただくための動画を
作成しましたので、ぜひご覧ください。

岡田氏（左側）に感謝状を贈呈
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測量士・測量士補試験とは、測量士（測量士補）となるのに必要な知識や技術等を有するかどうかを判
定するための国家試験です。

試験は毎年5月の日曜日に行われ、受験資格はなく誰でも受験することができます。
試験問題は、測量士試験は択一式と記述形式、測量士補試験は択一式で問われます。

一つ、注意して欲しいのは、試験に合格しただけでは、まだ測量士・測量士補になれた訳ではありません。
別途、国土地理院に登録申請書を提出して、測量士・測量士補名簿に登録する必要があります。

国土地理院から登録通知書が届いたら、晴れて測量士（測量士補）となります。
なお、試験に合格してから登録申請するまでの期限はありません。

平成31年測量士・測量士補試験は5月19日に実施し、7月9日に合格発表します。
試験地は北海道・宮城県・秋田県・東京都・新潟県・富山県・愛知県・大阪府・島根県・広島県・香川県・

福岡県・鹿児島県・沖縄県の全国14箇所です。受験願書は1月4日（金）から交付し、同日から1月28日（月）
まで受付を行いました。

測量士・測量士補についてもっと詳しく知りたい方は以下のリンクより測量士・測量士補国家試験及び
登録のページをご覧ください。

http://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top
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国土地理院 ことばのミニ辞典　～第30回 「測量士・測量士補試験」～

ケンタ君 マップ博士

測量士・測量士補試験のポスターを見かけたよ

第14回で話した測量士・測量士補の資格を得る方法の
一つじゃな。今回はより詳しく見ていこう

そくりょう し そくりょう し　ほ

測量士補（測量士）になりたけれ
ば、試験以外にも特定の学校に入
り、卒業する方法もあるんじゃよ。

どちらにせよ勉強はしっ
かりしなくちゃいけない
んだね。僕も頑張ろう。

（総務部）



  2 月の主な行事予定
1/5 ～ 2/17 企画展「第 22 回全国児童生徒地図優秀作品展」

22 第 222 回地震予知連絡会

国土地理院広報は、国土地理院ホームページ > 広報誌 > 国土地
理院広報

（http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。
http://www.gsi.go.jp/

　12 月の報道発表

報道の内容は、国土地理院ホームページ>2018年 報道発表資料
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2018）をご覧ください。

企画展では、「国土交通大臣賞」、「文部科学大
臣賞」に選定された作品を含む、約100作品を地
図と測量の科学館１階の「地図と測量のギャラ
リー」、２階の「特別展示室」で展示しておりま
す（大臣表彰式の様子は次号で紹介予定）。

全国各地の創意工夫あふれる素晴らしい作品を
一堂に集めた「全国児童生徒地図優秀作品展」を
是非ご覧ください。

http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/sakuhin
（総務部）

全国から集められた地図を展示中！企画展「第22回全国児童生徒地図優秀作品展」

　国土地理院「地図と測量の科学館」では、2月17日（日）まで企画展「第22回全国児童生徒地図
優秀作品展」を開催しています。

地図と測量のギャラリー 特別展示室

7 日 第 22 回測量行政懇談会の開催　～二つの検討部会からの報告等を
受けて議論します～ 総務部

10 日 平成 30 年 11 月の地殻変動 測地観測センター
地理地殻活動研究センター

18 日
土地の成り立ちから、身のまわりの自然災害リスクを確認！
～土地の成り立ち（地形分類図）が、簡単に確認できるようになり
ました～

応用地理部

21 日 平成 31 年度　国土地理院関係予算について 企画部

21 日 平成 30 年度 国土地理院関係第二次補正予算について　― 重要イン
フラ「電子基準点網等」に関する緊急対策 ― 企画部

27 日
私たちの地図を見てください！
－全国児童生徒地図優秀作品展を開催 全国の優秀作品から「国土交
通大臣賞」「文部科学大臣賞」を決定－

総務部
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