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第 23 回 測量行政懇談会を開催

　平成 31年 3 月15 日、関東地方測量部（東京都千代田区）において、第 23 回測量行政懇談会を開催
しました。 

　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、災害
対応の改善点やその後の対応状況について説明を
行い、空中写真の早期撮影を可能にする仕組みづ
くりや、電子基準点の災害リスク総点検、自然災
害伝承碑（災害履歴情報）の地図化による適確な
防災行動及び地域活動への貢献などについて、各
委員から質問や意見、要望がありました。
　次に「地理教育支援検討部会」から、地理教育
を通じて地域の防災力を高め、地理空間情報社会
を実現するために国土地理院に期待される役割と
して、①今、地理教育が重要、②国土地理院の教
育支援の現状と課題、③重点的に取り組むべき地
理教育支援策、④地理教育支援の進め方の４つを
柱として、須貝俊彦部会長（東京大学大学院教授）
から報告がありました。そのうち、重点的に取り
組むべき地理教育支援策としては、防災・減災の
ための「備え」として地図情報を充実するべく、
災害履歴情報や地形特性情報から構成される防災
地理情報を充実させつつ「地理院地図」等を通じ
て提供し、防災・減災への「備え」面での取組を
強化することや、「地理院地図」等を通じて国土
地理院が提供する防災地理情報について、近年発
生した災害との対比によりその効果を評価し、教

材化を支援すること等が提言されました。また、
地理教育支援の進め方として、教育関係者等と協
力して「地理院地図」の普及等を推進することや、
地域に根ざした取組として、地方測量部等を中心
に関係者と連携して支援取組を実施すること等が
提言され、了承されました。
　続いて、懇談会の新しい部会の検討テーマとし
て、３次元測量に対するニーズ等の整理、３次元
測量成果の整備・活用に関する課題と対応方針を
課題の論点として検討する「３次元測量検討部会
（仮称）」について議論され、部会設置の了承が得
られました。
　最後に事務局から、国土地理院の最近の取組と
して、合成開口レーダー（ＳＡＲ）解析によって
明らかになったインドネシア ･クラカタウ火山の
噴火に伴う地形変化、近代測量 150 年の節目に全
国約 150 箇所の道の駅で開催しているパネル展な
どを紹介しました。
　議事終了後、懇談会の提言とされた「地理教育
支援検討部会報告書」は、清水英範委員長から『地
理を通じて自然災害から身を守るために	～災害
を知り災害に備えるための地理教育～	』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以下の国土地理院HP
をご覧ください。
http://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/
seisakuchousei41027.html

懇談会の様子

清水英範委員長（右）から川﨑国土地理院長に
報告書が手渡されました。

（総務部・企画部）
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平成 30年 7 月豪雨等災害対策関係功労者に感謝状を贈呈 ～全国の 9 社 3 団体に贈呈～

　国土地理院では、災害対策活動等の円滑かつ的確な推進を図ることを目的として、災害対策活動等に
顕著な功績があった個人又は団体に対し、国土地理院長が感謝状を贈呈しています。

　平成 31年 3月 4日から 7日までの間に、東北、関東、
中部、近畿地方測量部において、合計 9社 3団体に災
害対策関係功労者として感謝状を贈呈しました。
　対象となった災害対策及び対象者は次のとおりです。

◇	平成 30 年 1 月草津白根山火山活動の災害対策活動
における緊急撮影作業に御尽力いただいた株式会社
大興計測技術。

◇	平成 30 年 7 月豪雨に伴う大雨の災害対策活動にお
ける緊急撮影作業に御尽力いただいた朝日航洋株式
会社、株式会社かんこう、国際航業株式会社、中日
本航空株式会社。

◇	平成 30 年北海道胆振東部地震の災害対策活動にお
ける緊急撮影作業に御尽力いただいた東北測量株式
会社、国際航業株式会社、災害復旧等の事業に必要
な緊急水準測量作業に御尽力いただいた東北測量株
式会社、株式会社中庭測量コンサルタント、日豊・
アースプラニング共同企業体、株式会社八州。

◇	これらの災害対策活動における緊急撮影作業及び緊
急水準測量作業において、実施会社間の連絡及び調
整に御尽力いただいた一般社団法人全国測量設計業
協会連合会、公益財団法人日本測量調査技術協会。

　	緊急水準測量に関わる成果品の検定に御尽力いただ
いた公益社団法人日本測量協会。

　国土地理院では今後も職員以外の個人、又は団体の
御協力をいただきながら、適時、的確な災害対策活動
を実施してまいります。

東北地方測量部（3 月 7 日）

〈各地方測量部で行われた贈呈式の様子〉

災害対策関係功労者感謝状贈呈対象者（五十音順）

中部地方測量部（3 月 5 日）

近畿地方測量部（3 月 5 日）

関東地方測量部（3 月 4 日）

（企画部）



4 ⎜ Geospatial Information Authority of Japan 

シンポジウム ｢地震予知研究の現状と今後の展望｣ を開催

　地震予知連絡会（事務局：国土地理院）では、設置 50 周年の記念企画としてシンポジウム ｢地震予知
研究の現状と今後の展望｣ を平成 31 年 3 月 16 日 ( 土 ) に東京大学武田ホール（文京区）で開催し多く
の来場者を迎えました。

　地震予知連絡会は、地震予知研究について皆さ
まに広くご理解をいただくため「地震予知研究の
現状と今後の展望」をテーマに、シンポジウムを
開催しました。

----- 基調講演
　東京大学の中谷准教授からは、「経験則による
地震予知～どの程度の予測なのか？～」と題し、
確率的な地震予測では、確率（数字）がもつ可能
性をひとりひとりが冷静に判断したうえで行動す
る意識が重要であることが述べられました。

　また、東北大学大学院の松澤教授からは、「地
震予知連絡会のこれまでとこれから」と題し、地
震予知連絡会があえて名称に「予知」を残した理
由や天気予報と地震予知の比較等を例に地震予知
が困難である理由などが述べられました。

----- パネルディスカッション
　パネリストに、尾﨑高知県知事、天野防災科学
技術研究所審議役、久保田日本経済新聞社編集委
員兼論説委員、久利東北大学講師、平原京都大学
名誉教授、進行に名古屋大学大学院　山岡教授を
迎え、「南海トラフ地震の対応」や「地震予知研
究に対する期待」について議論され、情報提供の
必要性や社会が空振り情報を受け入れる環境の醸
成など、充実した意見が交わされました。

シンポジウムの概要は以下に掲載予定です。
　http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/index.html

（地理地殻活動研究センター）

開会挨拶　　地震予知連絡会　平原会長

基調講演　東京大学　中谷准教授

基調講演　東北大学大学院　松澤教授

（左から）進行：名古屋大学大学院 山岡教授、
パネリスト：高知県 尾﨑知事、防災科学技術研究所 天野審
議役、日本経済新聞社 久保田編集委員兼論説委員、東北大学 
久利講師、京都大学 平原名誉教授
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宍道湖の湖沼図・湖沼データを公開

　国土地理院は、平成 28 年度から平成 29 年度に宍道湖（島根県）を改測し、その成果を湖沼図及び湖
沼データ「宍道湖」として平成 31 年 3 月 29 日から公開しています。

１．概要
　国土地理院は平成 28・29 年度に宍道湖（島根県）
の改測を行いました。この成果を平成 31 年 3 月
29 日からインクジェット出力による湖沼図「宍
道湖」として刊行及び湖沼データ「宍道湖」とし
てダウンロード提供しています。
　宍道湖は面積約 79km2、最深約 6mの汽水湖で、
シジミ漁が盛んなことで有名です。また、湖一帯
の景色が大変美しく、日本の夕陽百選に選ばれて
いる場所もあります。

２．湖沼図「宍道湖」
　湖沼図は、湖沼部の段彩のなし／ありに応じて
「湖沼図　基図」「湖沼図　段彩図」に区別されま
す。双方とも多色と黒 1色の 2種類があるので、
１つの湖沼図あたり 4種類のラインアップになり
ます。表示縮尺は1万分1です。今回の湖沼図「宍
道湖」は、湖全域をA1判で 3分割しているので、
刊行面数は 3面× 4種類の 12 面となります。A1

判の湖沼図の刊行価格は税込みで多色 3,240 円、
黒１色 2,052 円です。以下の（一財）日本地図セ
ンターのサイトから購入できます。
（URL）http://www.jmc.or.jp/

３．湖沼データ「宍道湖」
　湖沼データ「宍道湖」は、「数値データ」及び「湖
沼画像データ」で構成されます。数値データは等
深線、水深グリッドなどをGML、シェープファ
イル、CSV及び TIFF でファイル化したデータ
です。一方、湖沼画像データは湖沼図と同一の表
示内容の画像形式のデータで、PDF、多色、A1
判× 3面での提供です。縮小表示して宍道湖全域
を 1面でカバーしたA0 判、A1 判及びA3 判の
湖沼画像データも参考資料として提供します。以
下の国土地理院のサイトから無償ダウンロードで
きます。
（URL）http://www.gsi.go.jp/kankyochiri/

gsilake.html
　国土地理院は湖沼図のインクジェット出力によ
る刊行及び無償ダウンロードできる湖沼データの
提供を進めています。引き続き刊行・提供に努め
てまいります。　　　　　　　　　（応用地理部）	

宍道湖と夕陽（職員撮影）

宍道湖全域を 1 面でカバーした参考資料の「湖沼画像データ 段彩図」
（赤枠：3 分割された湖沼図・湖沼画像データのそれぞれの表示範囲）

宍道湖 1

宍道湖 2

宍道湖 3
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Ｇ空間 EXPO2019
「Geo アクティビティコンテスト」のプレゼンターを募集します！

　今年もＧ空間 EXPO2019 で「Geo アクティビティコンテスト」を開催します。地理空間情報の魅力
的な利活用方法を紹介してください。

　国土地理院では、毎年Ｇ空間EXPO内で実施し、
ご好評いただいている「Geo アクティビティコン
テスト」を今年も開催することとしており、プレ
ゼンターを募集します。
　「Geo アクティビティコンテスト」は、地理空
間情報の利活用に関する先進的な取組、独創的な
アイデア、新たなサービス、ユニークな製品等に
ついて、展示やプレゼンテーションを行う場を設
け、参加者や来場者との交流を通じて、利活用を
促進することを目的としたイベントです。地図・
測量関係に限らず、多様な分野から幅広く作品を
募集します。
　「Geo アクティビティコンテスト」では、応募
の中からあらかじめ選考委員会において選ばれた
作品について、「Ｇ空間EXPO2019」（11 月 28 ～
30 日に東京都江東区の日本科学未来館で開催予
定）の期間中の展示、２日目にプレゼンテーショ
ンを行っていただきます。作品は審査委員会にお
ける審査の後、優れたものについては最終日に最

優秀賞、部門賞などとして表彰します。
　展示会場は出展者と来場者が気軽に交流できる
オープンな雰囲気とし、プレゼンテーション会場
についても最適な環境づくりに心がけ、一体感の
あるイベントになるよう検討を進めています。
　今年度は、これまでの表彰に加えて「防災減災
賞」「地理教育賞」を新たに創設し、地方公共団
体などが行っている防災・減災や地理教育の取組
などへの利活用を推進していきます。
　なお、過去に表彰された作品及びプレゼンター
は、Ｇ空間EXPO公式Webサイト（下記をご参
照ください。）に掲載しています。
　また、実施後にはＧ空間 EXPO2019 開催報告
を本誌に掲載して「Geo アクティビティコンテス
ト」の表彰作品及びプレゼンターを幅広く周知す
る予定です。
　作品やアイデアを披露して多くの方に見ていた
だける絶好の機会です。ふるってご応募ください。

（企画部）

　Geo アクティビティコンテスト事務局では、今年もTwitter や Facebook を活用し情報発信に努めます。
Ｇ空間EXPO2019 開催期間中以外の交流にも繋がると考えていますので、少しでも多くの方に「Geo ア
クティビティコンテスト」を知っていただくために、ぜひフォローをお願いします。

応募期間及び応募方法などは以下のウェブサイトを確認してください。
【	Ｇ空間 EXPO公式ウェブサイト　http://www.g-expo.jp/	】
※	4 月 25 日からホームページに掲載

Geo アクティビティコンテスト事務局
〒 305-0811　茨城県つくば市北郷 1番
国土地理院　企画部地理空間情報企画室　
E-Mail：gsi-g-expo@gxb.mlit.go.jp

応募内容

お問い合わせ

@geo_contest Geo アクティビティコンテスト
 （@geo.contest）

応募の詳しい内容
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特殊切手「近代測量 150 年」発行

　「近代測量 150 年」を記念して、日本郵便（株）から特殊切手「近代測量 150 年」が「測量の日」で
ある本年 6 月 3 日に発行されます。

　本年（2019 年）は、明治 2（1869）年に明治政
府が近代測量（※ 1）に着手してから満 150 年に
あたります。
　国土地理院は本年を「近代測量 150 年」と位置
づけ、測量・地図作製関係7団体（※ 2）とも連携
して様々な記念事業の実施に取り組むこととしてい
ますが、日本郵便（株）では、150 年の節目を迎え
ることを記念して特殊切手「近代測量 150 年」の発
行と、そのデザイン等を4月3日に発表しました。
　当該切手は「日本水準原点と電子基準点」、「一
等経緯儀」、「水準測量」、「Ｙ型水準儀」、「山頂の
三角点とGNSS 測量」、「アナログ図化」、「測量用
航空機「くにかぜⅢ」」、「デジタル図化」、「石岡測
地観測局」及び「ドローンによる測量」がデザイン
された10 枚組の切手シート（寸法 : 縦 93.5㎜×横
222.5㎜）で、余白には近代測量の歩みと電子基準
点などが描かれています。
　発行日は「測量の日」である本年 6月 3日（月）
です。売価は 1シート 820 円（＠ 82 円× 10 枚）
で全国の郵便局等で販売され、郵趣のための記念
押印サービス（「日本水準原点と電子基準点」及
び「石岡測地観測局」がデザインされた記念押
印・引受消印等（取扱郵便局及びサービス期間は
限定））も行われます。

　詳細については、日本郵便（株）の以下の
Webサイトをご参照下さい。
https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/
stamp/tokusyu/2019/index_n.html
※ 1　近代測量

　近代測量は、明治政府が国家統治に必要
な最も基本的な情報として、全国統一の基
準で地理空間情報の整備を企図したことに
始まります。明治 2年に民

みんぶかん
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の設置以来様々な組織により各地の
地名や地理の情報収集、西洋測量術の導入
による三角測量・水準測量の実施、全国を
網羅した縮尺 5万分 1地形図の整備等を実
施され、その基本的な体系・枠組みは今日
まで存続し、現在の国土地理院が受け継い
でいます。

※ 2　測量・地図作製関係 7団体
				（一社）全国測量設計業協会連合会
				（一財）測量専門教育センター
				（一社）地図協会
				（一社）地図調製技術協会
				（公社）日本測量協会
				（公財）日本測量調査技術協会
				（一財）日本地図センター

◇日本郵便（株）から発行される特殊切手「近代測量150 年」

（総務部）
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近代測量 150 年「道の駅」パネル展開催スケジュール
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年のあゆみ」と最近の国土地理

院の活動を紹介するパネル展

を開催しています。 
是非この機会にパネル展に

お越しください。 
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地図記号は昔からずっと一緒なの？ 博士教えて！

地図の歴史は 100 年以上あるのじゃが、その時々の作成

目的や社会情勢の変化などで地図記号の項目は変化して

きているのじゃよ。

（基本図情報部）

国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量 150 年特別編③「地図記号」～

【地図記号の役割】
　地図は、道路、鉄道、建物、植生など表示する項目ごとに、形、
大きさ、太さ、色など一定の決まり（図式）にしたがって描いた記
号の集まりです。国土地理院が制定する地図記号は、地図を容易に
読み解きできるようにするため、その実物が連想できるわかりやす
い簡単な形で定めることを原則としています（図 1）。

【戦前の地図記号】
　図式は、時代とともに変わる地図作成の目的や技術、表示項目の重要性などの変化を受
けて適宜変更されてきました。近代測量を行う機関として、国土地理院の前身である「民
部官庶務司戸籍地図掛（みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり）」が明治政府に設置された当
時はフランスの地図記号を、その後はドイツの地図記号を参考に図式を制定しています。
　1917 年（大正 6 年）に定めた 5 万分 1 地形図図式では、図式の中でも適用期間が最も
長く部分的な変更はあったものの 1955 年（昭和 30 年）に改定するまでの 38 年間使用さ
れました。1917 年制定当時は参謀本部に属していたため、地図に記載する項目は主として
軍事上の観点が基準となっていました。例えば、現在の水田
記号（ ）は通行の難易度により、乾田、水田及び沼田の三つ
に分けています（図 2）。乾田は冬場にはぬかるまない田、沼
田は冬場でもぬかるむ田、水田はその中間です。冬場の乾田な
ら、歩兵や軍用車両などの通行が可能ということが地図から読
み取れます。

【戦後の地図記号】
　戦後の図式では軍施設の地図記号を省き、地図縮尺の違いやその後の社会情勢の変化を
踏まえて地図記号を定めています。基本的には、国土地理院の中で議論し記号を制定しま
すが、例外的な事例として、2006 年（平成 18 年）に全国の小中学校からデザインを公募
して制定した「老人ホーム（ ）」と「風車（ ）」の記号があります。2019 年（平成 31 年）
には、過去の自然災害を伝える石碑などを地図に表示して、地域防災などに役立ててもら
うため、新たに「自然災害伝承碑（ ）」の記号を制定する予定です。

▼自然災害伝承碑に関する詳細はこちら
http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/bousaichiri190315.html

図 1　煙突の地図記号
煙突とその影、

けむりを組み合わせた

図 2　田の地図記号
左 /沼田、中 /水田、右 /乾田



8 日 平成 31年 2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

11日 測量行政懇談会（第 23回）の開催
～地理教育検討部会からの報告等を受けて議論します～ 総務部

15日
地図で確認　先人が伝える災害の教訓
～新たに地図記号「自然災害伝承碑」を制定し災害教訓の周知・普及に　
取り組みます～

基本図情報部
応用地理部

26日 お手持ちの住所リストを瞬時に地図表示
～防災に役立つウェブ地図の機能を強化～ 地理空間情報部

27日 「多様な主体が管理する道活用の手引き」を作成しました！
～これまでの取組事例を紹介し、更なる取組の促進を図ります～ 企画部

3/12 ～ 6/30 企画展「高さってなんだろう？」
19日 平成 31年測量士・測量士補試験
22日 第 223回地震予知連絡会
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第 48 回 国土地理院報告会のご案内

　6 月 5 日（水）に「第 48 回 国土地理院報告会」を日経ホール（東京都千代田区・地下鉄「大手町駅」
下車 C2b 出口直結）において開催します。

　今回は、国土地理院からの報告のほか、清水
英範氏（東京大学大学院工学系研究科教授）に
よる特別講演を予定しています。
　御来場につきましては、事前登録制（先着
600 名）とさせていただきます。5月 13 日（月）
に受付を開始する予定ですが、詳細につきまし
ては以下のURLをご覧ください。
http://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/
main48.html
　参加費は無料、測量CPDの認定プログラム
です。皆様の御来場をお待ちしております。

（企画部）

報道の内容は、国土地理院ホームページ＞ 2019 年	報道発表資料
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019）をご覧ください

※「測量の日」関連行事については次号でお知らせします。

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。

3 月の報道発表

5 月の主な行事予定

http://www.gsi.go.jp/
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地理地殻活動研究センター 
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～地理教育検討部会からの報告等を受けて議論します～ 

総務部 
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応用地理部 
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～防災に役立つウェブ地図の機能を強化～ 

地理空間情報部 

27 日 「多様な主体が管理する道活用の手引き」を作成しました！            

～これまでの取組事例を紹介し、更なる取組の促進を図ります～ 

企画部 

5 月の主な行事予定 

3/12～6/30 企画展「高さってなんだろう？」 

19 日 平成 31 年測量士・測量士補試験 

24 日 第 223 回地震予知連絡会 

第 48 回国土地理院報告会のご案内  

（企画部） 

報道の内容は、国土地理院ホームページ＞2019 年 報道発表資料 

（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019）をご覧ください。 

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。 

 ※「測量の日」関連行事については次号でお知らせします。 


